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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３四半期連結
累計期間

第73期
第３四半期連結
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
12月31日

自　平成24年
４月１日

至　平成24年
12月31日

自　平成23年　　
４月１日

至　平成24年
３月31日

　
　
　
　

売上高 （千円） 15,494,15916,097,41121,369,797 　
経常利益 （千円） 569,873 594,830 734,426 　
四半期（当期）純利益 （千円） 259,001 283,080 282,647 　
四半期包括利益又は包
括利益

（千円） 233,826 419,763 383,876 　

純資産額 （千円） 9,083,4339,425,2199,109,520 　
総資産額 （千円） 18,735,98019,665,17518,804,170 　
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 24.59 27.21 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 （％） 48.3 47.8 48.3 　

　

回次
第72期

第３四半期連結
会計期間

第73期
第３四半期連結
会計期間

　

会計期間

自　平成23年
10月１日

至　平成23年
12月31日

自　平成24年
10月１日

至　平成24年
12月31日

　
　
　
　

１株当たり
四半期純利益金額

（円） 15.81 18.29 　

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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３四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３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に一部では

緩やかな回復の兆しが見られたものの、欧州債務危機問題や中国をはじめとする新興国の経済成長

減速などにより、依然として先行き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、復興需要等の下支えに加え、住宅エコ

ポイント終了にともなう駆け込み需要などの影響もあり、前年同期を上回る水準にて推移しまし

た。

　このような環境の下で、当社グループは競争力強化に向けた新製品の投入や、展示会、キャンペー

ン等を活用した積極的な新規取引先の開拓に取り組み、当第３四半期連結累計期間の売上高は

16,097百万円（前年同期比3.9％増加）となりました。利益につきましては、営業利益が611百万円

（前年同期比3.1％減少）、経常利益が594百万円（前年同期比4.4％増加）、四半期純利益が283百

万円（前年同期比9.3％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15,826百万円（前年同期比3.8％増加）、セグメント利益は590

百万円（前年同期比3.8％減少）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。主力のカーテンレールでは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

ンド類においてもロールスクリーンおよびプリーツスクリーンの商品ラインナップを一新い

たしました。また、これらの製品を早期に浸透させるため、積極的な営業活動をおこないまし

た。

　また、中長期で注力している海外市場への販売では、欧州経済の低迷や中国を中心とする新

興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より低調に推移しました。

　セグメント損益は、原価率の上昇に加え、販促費用等が増加したことなどにより、減益となり

ました。
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（その他）

　その他の事業の売上高は270百万円（前年同期比7.7％増加）、セグメント利益は22百万円

（前年同期比19.0％増加）となりました。

　ステッキを中心とした介護関連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

ともに前年同期を上回りました。

　　

(2）財政状態の分析

　当第３四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の増加等に

より、前連結会計年度末と比較して861百万円（4.6%）増加し、19,665百万円となりました。

　負債については、支払手形及び買掛金や短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比較し

て545百万円（5.6%）増加し10,239百万円となりました。

　純資産については、その他の包括利益累計額や利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と

比較して315百万円（3.5%）増加し9,425百万円となりました。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

　

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は96百万円であります。

　なお、当第３四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３四半期会計期間
末現在発行数（株） 
（平成24年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成25年２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 11,897,600 11,897,600
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は、100株単
位であります。

計 11,897,600 11,897,600― ―

（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10月１日～
平成24年12月31日

― 11,897,600 ― 1,170,000 ― 1,344,858

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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(7) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成24年９月30日の株主名簿により記載してお

ります。

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 － 1,494,20012.55

計 － 1,494,200 － 1,494,20012.55

(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３四半期連結会計期間（平成24年10月

１日から平成24年12月31日まで）および第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12

月31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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,849,534 3,299,059

受取手形及び売掛金 ※1, ※2
 7,949,938

※1, ※2
 7,608,595

電子記録債権 ※2
 296,711

※2
 349,994

商品及び製品 1,108,797 1,593,094

仕掛品 236,635 237,673

原材料及び貯蔵品 1,799,957 2,014,625

繰延税金資産 263,550 174,976

その他 204,343 320,736

貸倒引当金 △3,935 △3,923

流動資産合計 14,705,532 15,594,831

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,694,178 4,698,109

減価償却累計額 △3,860,997 △3,885,877

建物及び構築物（純額） 833,180 812,232

機械装置及び運搬具 3,165,305 3,224,011

減価償却累計額 △2,677,726 △2,726,232

機械装置及び運搬具（純額） 487,578 497,779

工具、器具及び備品 4,260,211 4,295,935

減価償却累計額 △4,050,253 △4,106,081

工具、器具及び備品（純額） 209,957 189,854

土地 1,245,521 1,246,292

リース資産 575,243 640,862

減価償却累計額 △152,965 △243,164

リース資産（純額） 422,278 397,698

建設仮勘定 20,895 60,820

有形固定資産合計 3,219,411 3,204,677

無形固定資産 201,208 157,210

投資その他の資産

投資有価証券 290,928 325,495

長期貸付金 2,201 1,029

繰延税金資産 105,881 104,712

その他 333,010 279,713

貸倒引当金 △54,004 △2,495

投資その他の資産合計 678,018 708,455

固定資産合計 4,098,638 4,070,344

資産合計 18,804,170 19,665,175
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 2,018,565

※2
 2,385,530

短期借入金 1,405,460 1,639,627

1年内返済予定の長期借入金 406,482 605,432

1年内償還予定の社債 1,170,000 970,000

リース債務 114,694 126,520

未払金 883,544 741,602

未払費用 536,275 452,655

未払法人税等 172,723 177,208

資産除去債務 715 727

その他 151,163 126,152

流動負債合計 6,859,622 7,225,455

固定負債

社債 1,230,000 345,000

長期借入金 400,135 1,452,036

長期リース債務 310,142 273,923

退職給付引当金 479,902 504,264

役員退職慰労引当金 208,150 219,750

資産除去債務 112,053 113,815

その他 94,644 105,711

固定負債合計 2,835,028 3,014,500

負債合計 9,694,650 10,239,956

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 7,333,796

自己株式 △427,991 △428,022

株主資本合計 9,267,161 9,446,176

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 50,296

繰延ヘッジ損益 △18,100 101,791

為替換算調整勘定 △205,197 △201,934

その他の包括利益累計額合計 △186,373 △49,846

少数株主持分 28,732 28,889

純資産合計 9,109,520 9,425,219

負債純資産合計 18,804,170 19,665,175
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 15,494,159 16,097,411

売上原価 8,723,557 9,138,862

売上総利益 6,770,602 6,958,548

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,222,591 1,245,946

広告宣伝費 337,143 402,192

販売促進費 328,895 348,028

貸倒引当金繰入額 4,219 －

役員報酬 93,738 89,542

従業員給料及び手当 1,745,087 1,777,006

従業員賞与 444,751 436,184

退職給付費用 120,373 95,883

役員退職慰労引当金繰入額 12,630 17,600

福利厚生費 424,781 473,666

減価償却費 152,569 186,999

賃借料 267,511 275,009

旅費及び交通費 292,305 287,936

研究開発費 29,498 30,922

その他 663,440 680,039

販売費及び一般管理費合計 6,139,538 6,346,957

営業利益 631,063 611,591

営業外収益

受取利息 2,308 2,207

受取配当金 7,494 8,781

仕入割引 7,599 6,338

書籍販売収入 9,199 8,844

その他 29,949 46,092

営業外収益合計 56,551 72,264

営業外費用

支払利息 28,057 30,479

社債利息 23,424 18,963

売上割引 9,273 8,672

書籍販売原価 20,207 20,911

その他 36,779 9,998

営業外費用合計 117,741 89,025

経常利益 569,873 594,830
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 656 1,843

特別利益合計 656 1,843

特別損失

固定資産売却損 16 1,704

固定資産除却損 6,626 3,096

減損損失 － 19,896

特別損失合計 6,642 24,697

税金等調整前四半期純利益 563,886 571,975

法人税、住民税及び事業税 63,065 272,697

法人税等調整額 243,609 16,260

法人税等合計 306,675 288,958

少数株主損益調整前四半期純利益 257,211 283,017

少数株主損失（△） △1,790 △62

四半期純利益 259,001 283,080
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 257,211 283,017

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,407 13,371

繰延ヘッジ損益 27,786 119,891

為替換算調整勘定 △29,764 3,482

その他の包括利益合計 △23,384 136,746

四半期包括利益 233,826 419,763

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 236,271 419,606

少数株主に係る四半期包括利益 △2,444 156
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【会計方針の変更等】
当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31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３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 93,983千円 81,578千円

　

※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３四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３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）　

受取手形 179,620千円 166,613千円

電子記録債権 653 832

売掛金 131,871 173,194

支払手形 － 241

　

　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 422,381千円 443,105千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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

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

　　　

(2) 基準日が当第３四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３四半期

連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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

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

　　

(2) 基準日が当第３四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３四半期

連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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 15,243,16015,243,160250,99915,494,159 － 15,494,159

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 1,340,2991,340,299△1,340,299 －

計 15,243,16015,243,1601,591,29816,834,4581,340,29915,494,159

セグメント利益 613,932613,93218,523632,455△1,392 631,063

（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△1,392千円は、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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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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 15,826,97515,826,975270,43616,097,411 － 16,097,411

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 1,375,7361,375,736△1,375,736 －

計 15,826,97515,826,9751,646,17217,473,147△1,375,73616,097,411

セグメント利益 590,778590,77822,040612,818△1,227 611,591

（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△1,227千円は、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

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　「室内装飾関連事業」セグメントにおいて連結子会社である東装窓飾（上海）有限公司の事

業用固定資産の収益性が低下したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として計上しております。

　　　回収可能価額は正味売却価額によっておりますが、実質的な処分価値を踏まえ、０円と評価し

ております。

　　　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において19,896千円であります。

　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 24円59銭 27円21銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 259,001 283,080

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） 259,001 283,080

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,533 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。
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（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、支払いを行っております。
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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25年２月８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３四半期連結会計

期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日

から平成24年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正

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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