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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】

回次
第35期

第１四半期連結
累計期間

第36期
第１四半期連結
累計期間

第35期

会計期間

自平成23年
５月21日
至平成23年
８月20日

自平成24年
５月21日
至平成24年
８月20日

自平成23年
５月21日
至平成24年
５月20日

売上高（千円） 11,258,65910,508,61843,716,397

経常利益（千円） 988,557 750,9023,243,124

四半期（当期）純利益（千円） 570,003 413,9101,706,874

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
554,329 439,5681,714,698

純資産額（千円） 30,382,80330,813,58630,864,581

総資産額（千円） 36,831,38337,822,48638,209,887

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
55.31 41.32 166.63

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（％） 82.5 81.5 80.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△274,336 698,6141,857,083

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△33,506 △58,939 △2,245

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△678,330△910,915△228,174

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
14,024,49716,366,09616,637,335

　（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し

            ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　      ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

　　す。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、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１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、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１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

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】

（1）経営成績　

　　　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、長期にわ

    たる円高や株式市場の低迷、電力供給の懸念などにより、本格的な回復には繋がらず、先行き不透明

　　な状況で推移しました。

　　　電設資材卸売業界におきましても、省エネ、創エネ関連商品の需要が増加しましたが、地上デジタ

　　ル放送移行完了に伴う反動減のあった通信・情報設備類をはじめとして、全般的に設備需要の抑制が

　　見られ、依然として厳しい状況が続いております。　

　　　このような状況下、当社グループは、新規得意先を獲得する一方、個別債権管理を徹底して債権の

　　良質化を図るとともに、専門部署による得意先営業活動支援を積極的に活用して信頼関係の更なる強

　　化に努め、持続的成長の基盤作りに注力してまいりました。

　　　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、105億８百万円（前年同期比6.7%減）となりまし

　　た。損益面につきましては、粗利益率の若干の低下もあり、営業利益は５億８千４百万円（前年同期

　　比27.4%減）、経常利益は７億５千万円（前年同期比24.0%減）、四半期純利益は４億１千３百万円

　（前年同期比27.4%減）となりました。　

　

（2）資産・負債の状況

　（流動資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、245億９千１百万円となり、前連結会計年

　　度末に比べ３億９千９百万円減少しました。これは主に現金及び預金の２億７千万円減少、受取手形

　　及び売掛金の３億１千３百万円減少、商品の１億８千７百万円増加等によるものであります。

　（固定資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、132億３千１百万円となり、前連結会計年

　　度末に比べ大きな変動はありません。

　（流動負債）

　　　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、54億６千９百万円となり、前連結会計年

　　度末に比べ３億６千２百万円減少しました。これは主に買掛金の４億７千７百万円増加、短期借入金

　　の４億２千万円減少、未払法人税等の３億３千６百万円減少等によるものであります。

　（固定負債）　

　　　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、15億３千９百万円となり、前連結会計年

　　度末に比べ大きな変動はありません。

　（純資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、308億１千３百万円となり、前連結会計年度

　　末に比べ５千万円減少しました。これは主に四半期純利益の計上による４億１千３百万円の増加及び

　　配当金の支払による２億６千２百万円の減少に伴う利益剰余金の１億５千１百万円増加、自己株式の

　　取得による２億２千８百万円減少等によるものであります。　　

　

　　　以上により、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億８千７

　　百万円減少して、378億２千２百万円となっております。
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（3）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四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、税金等調

　　整前四半期純利益が７億４千８百万円となり、法人税等の支払後の営業活動によるキャッシュ・フロ

　　ーで６億９千８百万円獲得、投資活動によるキャッシュ・フローで５千８百万円使用、財務活動によ

　　るキャッシュ・フローで９億１千万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて２億７千１百

　　万円減少し、163億６千６百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果獲得した資金は、６億９千８百万円（前年同四半期は２億７千４百万円使用）とな

　　りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益７億４千８百万円、売上債権の減少額３億１千４

　　百万円、仕入債務の増加額４億７千７百万円等の増加の一方、たな卸資産の増加額１億８千７百万円

　　法人税等の支払額６億３千５百万円等の減少によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は、５千８百万円（前年同四半期は３千３百万円使用）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４千万円等の減少によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果使用した資金は、９億１千万円（前年同四半期は６億７千８百万円使用）となりま

　　した。これは主に、短期借入金の純減少額４億２千万円、配当金の支払額２億６千２百万円、自己株

　　式の取得による支出２億２千８百万円等の減少によるものであります。

　　　　　　　　　　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（5）研究開発活動

　 該当事項はありません。
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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 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年８月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年10月２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 11,405,400 11,405,400

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数100株

計 11,405,400 11,405,400 － －

（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５月21日～

平成24年８月20日
　－　 11,405,400 －　 865,000　 －　 1,514,376　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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ないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年５月20日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年８月20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 1,327,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,078,200 100,782 －

単元未満株式 普通株式 200 － －

発行済株式総数 11,405,400 － －

総株主の議決権 － 100,782 －

　（注）完全議決権株式（その他）の欄には証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、議決　　　　　

　　　　権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数１個が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成24年８月20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（％）

トシン・グループ㈱ 新宿区新宿1丁目3-71,327,000 ― 1,327,000 11.64

計 ― 1,327,000 ― 1,327,000 11.64

　（注）当第１四半期会計期間末現在の自己名義所有株式数は1,444,625株、その発行済株式総数に対する所有割

　　　　合は12.67％であります。

　

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。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており

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１四半期連結会計期間（平成24年５月21日から

平成24年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年５月21日から平成24年８月20日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人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５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,640,775 16,370,396

受取手形及び売掛金 7,153,907 6,840,497

商品 796,354 983,773

繰延税金資産 230,533 230,533

その他 194,767 190,254

貸倒引当金 △25,369 △24,193

流動資産合計 24,990,969 24,591,260

固定資産

有形固定資産

土地 7,857,163 7,857,163

その他（純額） 2,215,270 2,181,932

有形固定資産合計 10,072,434 10,039,095

無形固定資産 454,779 451,633

投資その他の資産 ※
 2,691,704

※
 2,740,496

固定資産合計 13,218,918 13,231,226

資産合計 38,209,887 37,822,486

負債の部

流動負債

買掛金 2,498,641 2,976,448

短期借入金 1,830,000 1,410,000

1年内返済予定の長期借入金 1,404 1,404

未払法人税等 675,094 338,856

賞与引当金 196,428 98,821

その他 630,016 643,668

流動負債合計 5,831,583 5,469,199

固定負債

長期借入金 682 331

退職給付引当金 770,161 782,941

役員退職慰労引当金 672,049 684,207

資産除去債務 15,621 15,642

その他 55,207 56,579

固定負債合計 1,513,721 1,539,700

負債合計 7,345,305 7,008,899
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 865,000 865,000

資本剰余金 1,514,631 1,514,631

利益剰余金 31,102,444 31,254,316

自己株式 △2,682,833 △2,911,360

株主資本合計 30,799,241 30,722,587

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,925 84,100

その他の包括利益累計額合計 56,925 84,100

少数株主持分 8,414 6,898

純資産合計 30,864,581 30,813,586

負債純資産合計 38,209,887 37,822,486
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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23年５月21日
　至　平成23年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年５月21日
　至　平成24年８月20日)

売上高 11,258,659 10,508,618

売上原価 8,816,770 8,277,188

売上総利益 2,441,889 2,231,430

販売費及び一般管理費 1,636,974 1,647,005

営業利益 804,915 584,425

営業外収益

受取利息 4,659 6,791

受取配当金 7,197 5,932

受取会費 151,154 136,898

その他 21,403 18,367

営業外収益合計 184,415 167,989

営業外費用

支払利息 526 1,023

その他 246 488

営業外費用合計 773 1,512

経常利益 988,557 750,902

特別利益

固定資産売却益 122 42

特別利益合計 122 42

特別損失

固定資産売却損 5,414 1,064

固定資産除却損 468 1,741

投資有価証券評価損 6,170 －

特別損失合計 12,052 2,805

税金等調整前四半期純利益 976,626 748,139

法人税等 406,237 335,745

少数株主損益調整前四半期純利益 570,388 412,394

少数株主利益又は少数株主損失（△） 385 △1,515

四半期純利益 570,003 413,910
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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23年５月21日
　至　平成23年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年５月21日
　至　平成24年８月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 570,388 412,394

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,059 27,174

その他の包括利益合計 △16,059 27,174

四半期包括利益 554,329 439,568

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 553,944 441,084

少数株主に係る四半期包括利益 385 △1,515
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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１四半期連結累計期間
(自　平成23年５月21日
　至　平成23年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年５月21日
　至　平成24年８月20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 976,626 748,139

減価償却費 62,044 75,171

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,548 △2,761

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,641 △97,606

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,282 12,779

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,147 12,158

受取利息及び受取配当金 △11,856 △12,723

支払利息 526 1,023

固定資産売却損益（△は益） 5,291 1,022

売上債権の増減額（△は増加） △367,121 314,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,419 △187,418

仕入債務の増減額（△は減少） 170,387 477,807

その他 △66,614 △19,152

小計 590,538 1,323,433

利息及び配当金の受取額 12,292 11,836

利息の支払額 △526 △1,023

法人税等の支払額 △876,640 △635,631

営業活動によるキャッシュ・フロー △274,336 698,614

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 △40,298 △40,669

有形固定資産の売却による収入 7,238 829

その他 △446 △19,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,506 △58,939

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） △350,000 △420,000

長期借入金の返済による支出 △351 △351

自己株式の取得による支出 △59,517 △228,526

配当金の支払額 △268,461 △262,037

財務活動によるキャッシュ・フロー △678,330 △910,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △986,173 △271,239

現金及び現金同等物の期首残高 15,010,671 16,637,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 14,024,497

※
 16,366,096
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【会計方針の変更】

（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） 

 　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年５月21日

 以降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。　

　これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。　

 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　（税金費用の計算）

　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

　果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

　ります。

　　　　　　　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※

前連結会計年度（平成24年５月20日）

　投資その他の資産のうち、貸倒引当金は、35,642千円であります。

　

当第１四半期連結会計期間（平成24年８月20日）

　投資その他の資産のうち、貸倒引当金は、34,056千円であります。

　

（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

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年５月21日
至  平成23年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年５月21日
至  平成24年８月20日）

現金及び預金勘定 14,026,002千円 16,370,396千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,505 △4,300

現金及び現金同等物 14,024,497 16,366,096
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年５月21日　至　平成23年８月20日）

　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８月５日

定時株主総会
普通株式 268,395 26.0平成23年５月20日平成23年８月８日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年５月21日　至　平成24年８月20日）

　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８月３日

定時株主総会
普通株式 262,037 26.0平成24年５月20日平成24年８月６日 利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年５月21日　至　平成23年８月20日）

　当社グループの報告セグメントは「電気工事材料の販売」のみであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年５月21日　至　平成24年８月20日）

　当社グループの報告セグメントは「電気工事材料の販売」のみであるため、記載を省略しております。

　

（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１四半期連結累計期間
（自　平成23年５月21日
至　平成23年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年５月21日
至　平成24年８月20日）

１株当たり四半期純利益金額 55円31銭 41円32銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 570,003 413,910

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） 570,003 413,910

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,304 10,017

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、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】

該当事項はありません。　
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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９月28日

トシン・グループ株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古山　和則　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗栖　孝彰　　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シン・グルー

プ株式会社の平成24年５月21日から平成25年５月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年５月21

日

から平成24年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年５月21日から平成24年８月20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、トシン・グループ株式会社及び連結子会社の平成24年８月20日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四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データ自体には含まれていません。
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