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第一部 【企業情報】

　

第１ 【企業の概況】

　

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第72期

第２四半期連結
累計期間

第73期
第２四半期連結
累計期間

第72期

会計期間

自　平成23年
４月１日

至　平成23年
９月30日

自　平成24年
４月１日

至　平成24年
９月30日

自　平成23年
４月１日

至　平成24年
３月31日

売上高 (千円) 9,951,34410,395,19021,369,797
経常利益 (千円) 159,936 214,822 734,426
四半期（当期）純利益 (千円) 90,683 92,763 282,647
四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 52,955 26,355 383,876

純資産額 (千円) 8,880,8529,083,8289,109,520
総資産額 (千円) 18,162,82818,912,13718,804,170
１株当たり四半期（当
期）純利益金額

(円) 8.67 8.92 26.85

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 48.7 47.9 48.3
営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 792,830 758,981 830,606

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △246,713△152,630△729,633

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △173,101△129,879△333,571

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,461,6393,330,0162,849,534
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回次
第72期

第２四半期連結
会計期間

第73期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自　平成23年
７月１日

至　平成23年
９月30日

自　平成24年
７月１日

至　平成24年
９月30日

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 11.52 11.59

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載をして

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　　

２ 【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。なお、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２ 【事業の状況】

　

１ 【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常

な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変

更はありません。

　　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社およ

び連結子会社）が判断したものであります。

　

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の復興需要などが牽引して景気は

緩やかながらも回復傾向にありますが、欧州債務危機を背景とする世界経済減速の影響や、為替、株

価、エネルギー問題などへの懸念もあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　当社グループの業績に大きく影響する新設住宅着工戸数は、住宅関連の景気刺激策や復興需要等

の後押しもあり、前年同期とほぼ同様の水準にて推移しました。

　このような環境の下で、当社グループは新製品の投入や展示会開催等の営業活動を積極的に展開

した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,395百万円（前年同期比4.5％増加）、営業利益

は244百万円（前年同期比19.5％増加）、経常利益は214百万円（前年同期比34.3％増加）、四半期

純利益は92百万円（前年同期比2.3％増加）となりました。

　

　セグメントの業績は次のとおりであります。

（室内装飾関連事業）

　室内装飾関連事業の売上高は10,202百万円（前年同期比4.3％増加）、セグメント利益は228百万

円（前年同期比16.6％増加）となりました。

　売上高は、新製品を中心とした営業活動を展開したことなどにより前年同期を上回りました。　商

品面では主力のカーテンレールで省エネ効果を高める関連用品の品揃えを強化したほか、ブライン

ド類は質感と価格を両立したベーシック商品「コルト」シリーズに遮熱性と採光性を兼ね備えた

スクリーンを追加いたしました。また、これらの新製品を早期に浸透させるため、全国各地で展示会

を開催するなど積極的な営業活動を行いました。

　なお、中長期で注力している海外市場への販売は、欧州経済の低迷や中国の経済成長減速なども影

響して、獲得物件数が減少したことにより低調に推移しました。

　セグメント利益は、販促費用等の増加はあったものの、売上高の増加により増益となりました。

　

（その他）

　その他の事業の売上高は193百万円（前年同期比15.2％増加）、セグメント利益は16百万円（前年

同期比35.3％増加）となりました。

　ステッキを中心とした介護用品の販売が好調に推移した結果、売上高、セグメント利益ともに前年

同期を大幅に上回りました。　
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（２）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の総資産については、受取手形及び売掛金の減少がありました

が、売上増加に伴う商品及び製品の増加や現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比

較して107百万円(0.6%)増加し、18,912百万円となりました。

　負債については、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末と比較して133百万円

(1.4%)増加し9,828百万円となりました。

　純資産については利益剰余金の増加がありましたが、その他の包括利益累計額の減少により、

前連結会計年度末と比較して25百万円(0.3%)減少し9,083百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に

売上債権の減少等の影響により、前連結会計年度末に比べ480百万円増加し、3,330百万円となり

ました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、758百万円の収入（前年同期は792百万円の収入）とな

りました。これは主に、売上債権の減少による収入839百万円があったことによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、152百万円の支出（前年同期は246百万円の支出）とな

りました。これは主に有形固定資産の取得による支出138百万円があったことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、129百万円の支出（前年同期は173百万円の支出）とな

りました。これは主にリース債務の返済による支出59百万円および配当金の支払額52百万円が

あったことによるものです。　

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は65百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

　

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 30,000,000
計 30,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,897,60011,897,600
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 11,897,60011,897,600－ －

（注）平成24年３月12日開催の取締役会決議により、平成24年４月２日付けで１単元の株式数を1,000株から100株に変

更しております。

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年７月１日～
平成24年９月30日　

－ 11,897,600 － 1,170,000 － 1,344,858
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(6) 【大株主の状況】

　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

大槻保人 東京都世田谷区 1,515 12.73

トーソー取引先持株会 東京都中央区新川一丁目４番９号 904 7.60

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町一丁目１番５号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号）
658 5.53

トーソー社員持株会 東京都中央区新川一丁目４番９号 599 5.03

十和運送株式会社 茨城県つくばみらい市細代408番地１ 448  3.76

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 338  2.84

第一生命保険株式会社

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号）
222 1.86

株式会社東京都民銀行

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都港区六本木二丁目３番11号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号）
216 1.82

株式会社常陽銀行

（常任代理人　日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社）

茨城県水戸市南町二丁目５番５号

（東京都港区浜松町二丁目11番３号）
215 1.80

大槻秀人 東京都北区 204 1.72

計 ― 5,323  44.74

(注)１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。

　　２．上記のほか、自己株式が1,494千株あります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式(自己株式等) － － －
議決権制限株式(その他) － － －
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式      1,494,200 － －
完全議決権株式(その他) 普通株式     10,390,300 103,903 －
単元未満株式 普通株式         13,100 － 1単元（100株）未満の株式
発行済株式総数              11,897,600  － －
総株主の議決権 － 103,903 －

(注)　１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が１株含まれております。

３．平成24年３月12日開催の取締役会決議により、平成24年４月２日付けで１単元の株式数を1,000株から100株

に変更しております。

　

② 【自己株式等】

　 平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

トーソー株式会社
東京都中央区新川
一丁目４番９号

1,494,200 － 1,494,200 12.55

計 － 1,494,200 － 1,494,200 12.55

(注)１．全て当社保有の自己株式であります。

　　２．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。

　　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

　

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月

１日から平成24年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受

けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,849,534 3,330,016

受取手形及び売掛金 ※1, ※2
 7,949,938

※1, ※2
 7,074,264

電子記録債権 ※2
 296,711

※2
 334,324

商品及び製品 1,108,797 1,487,755

仕掛品 236,635 227,773

原材料及び貯蔵品 1,799,957 1,834,329

繰延税金資産 263,550 329,199

その他 204,343 238,056

貸倒引当金 △3,935 △3,688

流動資産合計 14,705,532 14,852,031

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,694,178 4,695,653

減価償却累計額 △3,860,997 △3,873,562

建物及び構築物（純額） 833,180 822,090

機械装置及び運搬具 3,165,305 3,256,793

減価償却累計額 △2,677,726 △2,744,731

機械装置及び運搬具（純額） 487,578 512,062

工具、器具及び備品 4,260,211 4,291,293

減価償却累計額 △4,050,253 △4,061,540

工具、器具及び備品（純額） 209,957 229,753

土地 1,245,521 1,244,051

リース資産 575,243 600,231

減価償却累計額 △152,965 △212,311

リース資産（純額） 422,278 387,920

建設仮勘定 20,895 13,536

有形固定資産合計 3,219,411 3,209,414

無形固定資産 201,208 172,010

投資その他の資産

投資有価証券 290,928 282,338

長期貸付金 2,201 1,548

繰延税金資産 105,881 111,976

その他 333,010 285,201

貸倒引当金 △54,004 △2,383

投資その他の資産合計 678,018 678,680

固定資産合計 4,098,638 4,060,106

資産合計 18,804,170 18,912,137
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,018,565 2,119,595

短期借入金 1,405,460 1,428,620

1年内返済予定の長期借入金 406,482 433,582

1年内償還予定の社債 1,170,000 1,970,000

リース債務 114,694 119,475

未払金 883,544 767,096

未払費用 536,275 596,306

未払法人税等 172,723 164,936

資産除去債務 715 723

その他 151,163 264,359

流動負債合計 6,859,622 7,864,696

固定負債

社債 1,230,000 345,000

長期借入金 400,135 419,369

長期リース債務 310,142 271,183

退職給付引当金 479,902 500,291

役員退職慰労引当金 208,150 213,875

資産除去債務 112,053 113,227

その他 94,644 100,665

固定負債合計 2,835,028 1,963,612

負債合計 9,694,650 9,828,309

純資産の部

株主資本

資本金 1,170,000 1,170,000

資本剰余金 1,370,402 1,370,402

利益剰余金 7,154,751 7,195,497

自己株式 △427,991 △428,022

株主資本合計 9,267,161 9,307,877

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 36,924 22,501

繰延ヘッジ損益 △18,100 △66,998

為替換算調整勘定 △205,197 △208,495

その他の包括利益累計額合計 △186,373 △252,991

少数株主持分 28,732 28,942

純資産合計 9,109,520 9,083,828

負債純資産合計 18,804,170 18,912,137
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 9,951,344 10,395,190

売上原価 5,675,595 6,000,618

売上総利益 4,275,749 4,394,571

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 789,508 802,144

広告宣伝費 209,276 236,970

販売促進費 224,466 215,892

役員報酬 61,606 60,779

従業員給料及び手当 1,169,796 1,176,681

従業員賞与 299,159 284,950

退職給付費用 85,333 65,144

役員退職慰労引当金繰入額 8,380 11,725

福利厚生費 285,295 316,979

減価償却費 93,041 120,999

賃借料 181,450 178,867

旅費及び交通費 196,999 188,918

研究開発費 18,812 19,733

その他 447,868 470,055

販売費及び一般管理費合計 4,070,994 4,149,844

営業利益 204,755 244,727

営業外収益

受取利息 1,552 1,485

受取配当金 4,436 5,071

貸倒引当金戻入額 5,483 9,152

仕入割引 4,958 4,336

書籍販売収入 6,829 4,533

その他 16,481 17,155

営業外収益合計 39,741 41,735

営業外費用

支払利息 18,997 17,377

社債利息 15,657 15,131

売上割引 5,411 5,343

書籍販売原価 14,935 13,535

その他 29,558 20,253

営業外費用合計 84,560 71,640

経常利益 159,936 214,822
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 259 1,138

特別利益合計 259 1,138

特別損失

固定資産売却損 16 －

固定資産除却損 6,422 2,992

特別損失合計 6,439 2,992

税金等調整前四半期純利益 153,756 212,968

法人税、住民税及び事業税 45,815 161,187

法人税等調整額 18,458 △41,067

法人税等合計 64,273 120,120

少数株主損益調整前四半期純利益 89,483 92,848

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,200 84

四半期純利益 90,683 92,763
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 89,483 92,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,723 △14,422

繰延ヘッジ損益 △23,997 △48,898

為替換算調整勘定 △806 △3,172

その他の包括利益合計 △36,527 △66,492

四半期包括利益 52,955 26,355

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 54,092 26,145

少数株主に係る四半期包括利益 △1,137 209
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 153,756 212,968

減価償却費 256,834 284,796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275 △1,592

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,274 19,790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,450 5,725

受取利息及び受取配当金 △5,988 △6,557

支払利息 34,654 32,508

投資有価証券評価損益（△は益） 4,707 10,742

固定資産売却損益（△は益） △242 △1,138

固定資産除却損 6,422 2,992

売上債権の増減額（△は増加） 931,357 839,321

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,696 △403,948

仕入債務の増減額（△は減少） △354,605 100,304

未払金の増減額（△は減少） △26,640 △198,184

未払費用の増減額（△は減少） △50,796 66,790

その他 △7,481 △5,120

小計 935,829 959,398

利息及び配当金の受取額 5,988 6,557

利息の支払額 △34,672 △39,619

法人税等の支払額 △114,314 △167,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 792,830 758,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △270,321 △138,854

有形固定資産の売却による収入 658 1,138

無形固定資産の取得による支出 △2,823 △1,612

投資有価証券の取得による支出 △2,662 △17,293

ゴルフ会員権の売却による収入 － 10,652

貸付金の回収による収入 2,888 702

その他 25,547 △7,364

投資活動によるキャッシュ・フロー △246,713 △152,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 20,000

リース債務の返済による支出 △36,959 △59,165

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △217,100 △253,666

社債の償還による支出 △85,000 △85,000

自己株式の売却による収入 18,500 －

自己株式の取得による支出 △247 △30

配当金の支払額 △52,293 △52,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,101 △129,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,508 4,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 364,507 480,482

現金及び現金同等物の期首残高 3,097,131 2,849,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,461,639

※
 3,330,016
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【会計方針の変更等】
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響額は軽微であります。

  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　受取手形裏書譲渡高 

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 93,983千円 85,639千円

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形および四半期連結会計期間末日確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に

現金決済する方式）の会計処理

　四半期連結会計期間末日満期手形、四半期連結会計期間末日電子記録債権および四半期連結会計期間末日確定

期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理は、手形交換日および現金決済日を

もって決済処理をしております。なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四

半期連結会計期間末日満期手形、四半期連結会計期間末日電子記録債権および四半期連結会計期間末日確定期

日現金決済の金額が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）　

受取手形 179,620千円 202,610千円

電子記録債権 653 487

売掛金 131,871 133,317

　

　　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 3,461,639千円 3,330,016千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 3,461,639 3,330,016
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 52,293 5 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期

連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月14日
取締役会

普通株式 52,290 5 平成23年９月30日平成23年12月２日利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 52,017 5 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期

連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月12日
取締役会

普通株式 52,016 5 平成24年９月30日平成24年12月３日利益剰余金

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　
報告セグメント

その他
（注）１

　
合計　

　
調整額　

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３

室内装飾
関連事業

計 　 （注）２

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,783,8069,783,806167,5389,951,344 － 9,951,344

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 859,257859,257△859,257 －

計 9,783,8069,783,8061,026,79510,810,601△859,2579,951,344

セグメント利益 195,908195,90811,900207,808△3,053 204,755

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品や損害保険代理

業、物流業務受託を行っております。

２．セグメント利益の調整額△3,053千円は、一般管理費の調整額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　
報告セグメント

その他
（注）１

　
合計　

　
調整額　

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３

室内装飾
関連事業

計 　 （注）２

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 10,202,11910,202,119193,07110,395,190－ 10,395,190

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 877,524877,524△877,524 －

計 10,202,11910,202,1191,070,59511,272,714△877,52410,395,190

セグメント利益 228,499228,49916,106244,605 122 244,727

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品や損害保険代理

業、物流業務受託を行っております。

２．セグメント利益の調整額122千円は、一般管理費の調整額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 8円67銭 8円92銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 90,683 92,763

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 90,683 92,763

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,458 10,403

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。 

 

 

 

 

２ 【その他】

　平成24年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………52,016千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年12月３日

（注）　平成24年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　

　該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

平成24年11月９日
トーソー株式会社
取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ
　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 油　　谷　　成　　恒　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 岡　　野　　良　　彦　　印

　

　

　

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
トーソー株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計
期間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日か
ら平成24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トーソー株式会社及び連結子会社の
平成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め
られなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　

以　上
　

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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