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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 9,696 9.9 160 ― 109 ― △23 ―
22年3月期第2四半期 8,818 △14.0 △245 ― △320 ― △382 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △2.11 ―
22年3月期第2四半期 △32.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 17,425 7,983 45.7 760.55
22年3月期 17,450 8,540 48.8 723.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,955百万円 22年3月期  8,510百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 3.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 18,700 1.5 600 147.2 500 191.1 350 95.5 29.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続きが実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づいて算出しており、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値とは異なる可能性があ
ります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 11,897,600株 22年3月期  11,897,600株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,437,636株 22年3月期  130,834株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,344,313株 22年3月期2Q  11,768,566株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や各種政策効果により景気

持ち直しの動きが続いているものの、雇用情勢や世界経済の下ブレ懸念、デフレの影響等により先行きは依然として

不透明な状況が続いております。 

当社グループと関係の深い建設業界におきましては、新設住宅着工戸数が引き続き低位に推移しているものの、

住宅ローン減税や住宅エコポイント制度等の住宅に関する景気刺激策の効果もあり、戸建住宅（持家及び分譲戸建）

については持ち直しの動きが継続しております。 

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に取組み、当第２四半期連結累

計期間の売上高は9,696百万円（前年同期比9.9％増加）、営業損益は160百万円の利益（前年同期は245百万円の損

失）、経常損益は109百万円の利益（前年同期は320百万円の損失）、第２四半期連結累計純損益は23百万円の損失

（前年同期は382百万円の損失）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9,500百万円となりました。 

新設住宅のうち、戸建住宅の着工戸数は平成21年11月以降前年を上回る状況が続いております。また、７月～９

月は猛暑の影響もあり、窓周り商品の需要が喚起されました。 

商品面では６月に近時のインテリアトレンドにあわせたデザイン性の高い装飾性カーテンレール「レガートプリ

モ」や、近時住宅で装着率の高まっている「ピクチャーレール」、更に縦型ブラインドや木製ブラインド等の新製品

を投入いたしました。 

これらの市場環境や新製品投入に加えて、全国での展示会開催をはじめとした積極的な新規開拓活動を推進した

結果、売上高は前年を大きく超過いたしました。また、中長期で注力している海外市場への販売も物件獲得活動の強

化などにより好調に推移しました。 

(その他の事業) 

その他の事業の売上高は196百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産については、商品及び製品やリース資産の増加がありましたが自己株式の

取得等による現金及び預金の減少により、前連結会計年度末と比較して24百万円（0.1%）減少し、17,425百万円と

なりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金や未払費用、リース債務の増加等により、前連結会計年度末と比較して

532百万円（6.0%）増加し9,441百万円となりました。 

 純資産については、自己株式の取得等により、前連結会計年度末と比較して556百万円（6.5%）減少し7,983百万

円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間における業績の推移ならびに事業を取り巻く環境等から、平成23年３月期第２四半期

累計期間の業績予想を平成22年11月10日付で修正しております。通期の業績予想については、平成22年６月24日付

当初発表より変更はありません。なお、詳細につきましては、平成22年６月24日付「業績予想及び配当予想の修正

に関するお知らせ」および平成22年11月10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べて、営業利益および経常利益は、それぞれ2,518千円減少してお

り、税金等調整前四半期純利益は、100,034千円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、108,192千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,029,508 3,379,490 

受取手形及び売掛金 6,523,178 6,509,709 

商品及び製品 1,242,406 1,100,317 

仕掛品 235,716 244,938 

原材料及び貯蔵品 1,727,827 1,690,194 

繰延税金資産 295,981 254,849 

その他 201,544 249,525 

貸倒引当金 △9,359 △9,739 

流動資産合計 13,246,803 13,419,285 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,656,696 4,627,824 

減価償却累計額 △3,814,276 △3,750,724 

建物及び構築物（純額） 842,420 877,099 

機械装置及び運搬具 3,051,974 3,054,175 

減価償却累計額 △2,692,779 △2,670,622 

機械装置及び運搬具（純額） 359,195 383,553 

工具、器具及び備品 4,142,155 4,084,021 

減価償却累計額 △3,938,009 △3,899,325 

工具、器具及び備品（純額） 204,145 184,695 

土地 1,236,782 1,236,782 

リース資産 291,548 93,388 

減価償却累計額 △27,081 △17,790 

リース資産（純額） 264,467 75,598 

建設仮勘定 10,127 4,900 

有形固定資産合計 2,917,138 2,762,629 

無形固定資産 287,980 270,873 

投資その他の資産   

投資有価証券 241,534 287,314 

長期貸付金 4,879 1,008 

繰延税金資産 363,168 331,092 

その他 429,018 449,584 

貸倒引当金 △64,884 △71,625 

投資その他の資産合計 973,716 997,375 

固定資産合計 4,178,835 4,030,878 

資産合計 17,425,639 17,450,164 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,761,703 1,512,696 

短期借入金 1,427,020 1,934,140 

1年内返済予定の長期借入金 456,200 537,400 

1年内償還予定の社債 115,000 500,000 

リース債務 47,423 18,207 

未払金 628,425 602,519 

未払費用 546,415 347,960 

未払法人税等 62,657 51,653 

役員賞与引当金 546 1,626 

その他 403,521 413,524 

流動負債合計 5,448,911 5,919,728 

固定負債   

社債 2,485,000 1,800,000 

長期借入金 462,800 466,000 

長期リース債務 217,899 58,488 

退職給付引当金 437,514 395,291 

役員退職慰労引当金 196,258 187,208 

資産除去債務 109,324 － 

その他 84,127 82,931 

固定負債合計 3,992,924 2,989,920 

負債合計 9,441,835 8,909,648 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,170,000 1,170,000 

資本剰余金 1,344,862 1,344,862 

利益剰余金 6,154,338 6,213,612 

自己株式 △384,955 △37,474 

株主資本合計 8,284,245 8,691,000 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,162 73,496 

繰延ヘッジ損益 △196,936 △118,372 

為替換算調整勘定 △153,093 △135,287 

評価・換算差額等合計 △328,867 △180,164 

少数株主持分 28,426 29,679 

純資産合計 7,983,803 8,540,515 

負債純資産合計 17,425,639 17,450,164 
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,818,854 9,696,038 

売上原価 5,061,317 5,437,318 

売上総利益 3,757,537 4,258,719 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 732,050 778,477 

広告宣伝費 245,955 287,455 

販売促進費 238,194 253,930 

役員報酬 75,445 64,108 

従業員給料及び手当 1,192,828 1,147,940 

従業員賞与 147,122 261,965 

退職給付費用 91,000 91,099 

役員退職慰労引当金繰入額 9,521 9,050 

福利厚生費 262,459 287,469 

減価償却費 43,350 66,230 

賃借料 252,204 197,575 

旅費及び交通費 198,781 185,157 

研究開発費 17,374 15,378 

貸倒引当金繰入額 － 1,747 

その他 496,955 450,555 

販売費及び一般管理費合計 4,003,243 4,098,141 

営業利益又は営業損失（△） △245,706 160,578 

営業外収益   

受取利息 1,498 2,033 

受取配当金 5,491 5,330 

仕入割引 － 4,801 

書籍販売収入 10,872 10,896 

その他 15,778 30,618 

営業外収益合計 33,641 53,681 

営業外費用   

支払利息 28,121 22,216 

社債利息 15,534 15,337 

売上割引 6,724 6,665 

書籍販売原価 21,570 19,380 

為替差損 24,043 13,227 

その他 12,849 27,581 

営業外費用合計 108,843 104,408 

経常利益又は経常損失（△） △320,908 109,851 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,321 － 

固定資産売却益 2,883 18 

特別利益合計 14,204 18 

特別損失   

固定資産売却損 49 121 

固定資産除却損 662 886 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 97,516 

特別損失合計 711 98,523 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△307,415 11,345 

法人税、住民税及び事業税 31,130 51,180 

法人税等調整額 44,925 △14,977 

法人税等合計 76,055 36,202 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △24,857 

少数株主損失（△） △1,425 △883 

四半期純損失（△） △382,046 △23,973 
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△307,415 11,345 

減価償却費 220,503 194,297 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 97,516 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,782 △7,121 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,074 △1,080 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,797 44,977 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,256 9,050 

事業損失引当金の増減額（△は減少） △87,756 － 

受取利息及び受取配当金 △6,990 △7,364 

支払利息 43,655 37,553 

為替差損益（△は益） 21,092 － 

固定資産売却損益（△は益） △2,834 103 

固定資産除却損 662 886 

売上債権の増減額（△は増加） 1,439,692 △15,176 

たな卸資産の増減額（△は増加） 642,217 △180,722 

仕入債務の増減額（△は減少） △535,192 254,171 

未払金の増減額（△は減少） △280,532 △10,034 

未払費用の増減額（△は減少） △38,486 200,002 

その他 67,947 △83,645 

小計 1,131,247 544,758 

利息及び配当金の受取額 7,101 7,377 

利息の支払額 △53,439 △38,001 

法人税等の支払額 △66,297 △37,531 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,018,611 476,602 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △21,070 △20,445 

定期預金の払戻による収入 10,000 60,665 

有形固定資産の取得による支出 △170,547 △79,691 

有形固定資産の売却による収入 2,834 27 

無形固定資産の取得による支出 △69,359 △47,633 

投資有価証券の取得による支出 △2,244 △2,490 

貸付けによる支出 △5,799 △7,187 

貸付金の回収による収入 4,914 4,221 

その他 25,043 12,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,227 △80,512 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △280,000 △500,000 

リース債務の返済による支出 △6,311 △9,534 

長期借入れによる収入 700,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △427,600 △284,400 

社債の発行による収入 － 780,160 

社債の償還による支出 － △500,000 

自己株式の取得による支出 △760 △347,480 

配当金の支払額 △35,312 △35,300 

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,984 △696,555 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,655 △9,296 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 731,743 △309,762 

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,029 3,339,270 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,278,773 3,029,508 
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社は、当第２四半期連結会計期間において、平成22年７月13日開催の取締役会および８月20日開催の取締役会

における決議に基づき、それぞれ自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得および単元未満株式の買取り

により、当第２四半期連結会計期間において、自己株式が347百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末におい

て自己株式が384百万円となりました。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

トーソー㈱（5956）平成23年３月期第２四半期決算短信

-10-




