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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,635 6.0 △75 ― △82 ― △29 ―
23年3月期第1四半期 4,373 5.0 △102 ― △117 ― △228 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △305百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.85 ―
23年3月期第1四半期 △19.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 18,303 8,794 47.9
23年3月期 18,597 8,845 47.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,767百万円 23年3月期  8,817百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 9,750 0.6 80 △50.2 50 △54.5 30 ― 2.74
通期 21,000 0.8 1,100 12.8 1,050 10.1 600 △27.7 54.86



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,897,600 株 23年3月期 11,897,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,439,290 株 23年3月期 1,438,801 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,458,482 株 23年3月期1Q 11,766,325 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  8

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（５）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  9

トーソー株式会社（5956）平成24年３月期　第１四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災による経済活動の停滞から回復する動きがみられ

るものの、電力供給の制約や原子力災害等による景気の下振れ懸念もあることから、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、住宅関連の景気対策等により好調に推移してきまし

たが、震災発生以降は一時的な建築資材供給の遅れや住宅取得意欲の低下などが発生し、今後の見通しについても

予断を許さない状況となっております。 

 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り組み、当第１四半期連結

累計期間の売上高は4,635百万円（前年同期比6.0％増加）、営業損益は75百万円の損失（前年同期は102百万円の

損失）、経常損益は82百万円の損失（前年同期は117百万円の損失）、四半期純損益は29百万円の損失（前年同期

は228百万円の損失）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4,552百万円（前年同期比5.9％増加）、セグメント損益は95百万円の損失（前年同

期は124百万円の損失）となりました。 

 震災の影響により住宅完工に一時的な遅れがみられたほか、新設住宅着工についても５月には持家が19ヶ月ぶり

に前年実績を下回るなど予断を許さない市場環境となりましたが、前期に投入した新製品効果や営業活動の強化に

より売上高は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デザイン性と機能性を兼ね揃えた装飾性カーテンレール「レガートスクエ

ア」を発売したほか、ブラインド類でも質感と価格を両立したベーシック商品「コルト」シリーズに新たに横型ブ

ラインドを追加するなど商品ラインナップを一層強化いたしました。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、物件獲得数の減少により低調な推移となりました。 

 セグメント損益は、売上高の増加に加えて経費節減に努めた結果、前年同期と比べて損失が縮小いたしました。

  

（その他） 

 その他の事業の売上高は82百万円（前年同期比9.0％増加）、セグメント損益は18百万円の利益（前年同期比

13.1％減少）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、売上高は前年同期を上回りました。 

  

 なお、当第１四半期連結累計期間において、セグメントの一部を変更しております。従来、「その他」の事業に

含まれておりましたプラスチックチェーン等の仕入販売は、「室内装飾関連事業」に変更いたしました。各セグメ

ント業績の前年実績についても変更後のセグメントに組み替えております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産については、商品及び製品や原材料及び貯蔵品等の増加があったものの受

取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して294百万円（1.6%）減少し、18,303百万円となり

ました。 

 負債については、短期借入金の増加があったものの未払費用や支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計

年度末と比較して243百万円（2.5%）減少し、9,509百万円となりました。 

 純資産については利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末と比較して50百万円（0.6%）減少し、8,794百

万円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月16日に公表しました業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,097,131 3,371,403 

受取手形及び売掛金 7,693,613 6,758,094 

商品及び製品 1,266,674 1,307,533 

仕掛品 216,557 226,965 

原材料及び貯蔵品 1,683,244 1,885,761 

繰延税金資産 365,102 583,299 

その他 231,392 223,209 

貸倒引当金 △8,353 △4,543 

流動資産合計 14,545,363 14,351,724 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,631,547 4,637,688 

減価償却累計額 △3,842,441 △3,837,695 

建物及び構築物（純額） 789,106 799,993 

機械装置及び運搬具 3,000,907 3,061,021 

減価償却累計額 △2,660,109 △2,668,457 

機械装置及び運搬具（純額） 340,797 392,563 

工具、器具及び備品 4,087,081 4,092,668 

減価償却累計額 △3,905,359 △3,920,114 

工具、器具及び備品（純額） 181,722 172,554 

土地 1,243,344 1,243,344 

リース資産 370,021 375,591 

減価償却累計額 △63,678 △82,434 

リース資産（純額） 306,343 293,157 

建設仮勘定 51,912 90,029 

有形固定資産合計 2,913,227 2,991,642 

無形固定資産 257,643 244,958 

投資その他の資産   

投資有価証券 256,808 253,707 

長期貸付金 4,116 3,869 

繰延税金資産 319,871 177,148 

その他 364,643 345,364 

貸倒引当金 △63,701 △64,586 

投資その他の資産合計 881,738 715,504 

固定資産合計 4,052,609 3,952,104 

資産合計 18,597,972 18,303,829 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,034,334 1,886,428 

短期借入金 1,312,880 1,566,300 

1年内返済予定の長期借入金 412,200 392,200 

1年内償還予定の社債 170,000 170,000 

リース債務 73,040 74,375 

未払金 746,762 702,290 

未払費用 632,758 433,772 

未払法人税等 121,089 28,729 

役員賞与引当金 1,799 － 

その他 337,778 438,401 

流動負債合計 5,842,644 5,692,497 

固定負債   

社債 2,400,000 2,400,000 

長期借入金 447,950 381,400 

長期リース債務 234,923 220,707 

退職給付引当金 432,469 425,598 

役員退職慰労引当金 203,028 194,328 

資産除去債務 110,456 111,035 

その他 80,826 83,510 

固定負債合計 3,909,654 3,816,580 

負債合計 9,752,299 9,509,077 

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 6,976,691 6,909,108 

自己株式 △385,348 △385,520 

株主資本合計 9,106,205 9,038,449 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 32,131 29,583 

繰延ヘッジ損益 △127,186 △127,526 

為替換算調整勘定 △193,885 △172,558 

その他の包括利益累計額合計 △288,939 △270,501 

少数株主持分 28,407 26,803 

純資産合計 8,845,673 8,794,751 

負債純資産合計 18,597,972 18,303,829 

トーソー株式会社（5956）平成24年３月期　第１四半期決算短信

－5－



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,373,340 4,635,122 

売上原価 2,433,667 2,683,168 

売上総利益 1,939,672 1,951,954 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 372,746 374,925 

広告宣伝費 184,048 117,568 

販売促進費 135,812 110,986 

役員報酬 32,504 29,475 

従業員給料及び手当 571,195 597,621 

従業員賞与 88,600 139,813 

退職給付費用 51,456 47,796 

役員退職慰労引当金繰入額 4,525 4,130 

福利厚生費 140,420 145,462 

減価償却費 31,530 44,661 

賃借料 99,825 91,325 

旅費及び交通費 91,180 98,847 

研究開発費 5,394 8,310 

その他 232,996 216,374 

販売費及び一般管理費合計 2,042,236 2,027,298 

営業損失（△） △102,563 △75,344 

営業外収益   

受取利息 745 716 

受取配当金 4,538 3,828 

貸倒引当金戻入額 － 7,660 

投資有価証券割当益 10,406 － 

仕入割引 2,331 2,497 

書籍販売収入 6,268 3,364 

為替差益 － 799 

その他 6,852 9,513 

営業外収益合計 31,142 28,379 

営業外費用   

支払利息 11,570 9,036 

社債利息 7,681 7,816 

売上割引 3,455 2,847 

書籍販売原価 13,046 9,421 

為替差損 7,239 － 

その他 3,429 6,326 

営業外費用合計 46,423 35,447 

経常損失（△） △117,844 △82,412 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,489 － 

特別利益合計 1,489 － 

特別損失   

固定資産売却損 120 16 

固定資産除却損 209 5,752 

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 97,846 5,768 

税金等調整前四半期純損失（△） △214,201 △88,180 

法人税、住民税及び事業税 17,229 18,216 

法人税等調整額 △487 △75,068 

法人税等合計 16,742 △56,851 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230,943 △31,328 

少数株主損失（△） △1,953 △1,511 

四半期純損失（△） △228,990 △29,817 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230,943 △31,328 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,829 △2,548 

繰延ヘッジ損益 △48,081 △339 

為替換算調整勘定 9,592 21,612 

その他の包括利益合計 △74,319 18,724 

四半期包括利益 △305,262 △12,604 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △303,338 △11,378 

少数株主に係る四半期包括利益 △1,923 △1,225 
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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