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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36期

第１四半期連結
累計期間

第37期
第１四半期連結

累計期間
第36期

会計期間

自平成24年
５月21日

至平成24年
８月20日

自平成25年
５月21日

至平成25年
８月20日

自平成24年
５月21日

至平成25年
５月20日

売上高（千円） 10,508,618 10,923,841 43,214,978

経常利益（千円） 750,902 817,810 3,280,692

四半期（当期）純利益（千円） 413,910 435,486 1,977,753

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
439,568 422,579 1,994,888

純資産額（千円） 30,813,586 31,089,315 31,717,533

総資産額（千円） 37,822,486 38,524,658 39,407,273

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
41.32 46.03 199.42

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（％） 81.5 80.7 80.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
698,614 △60,232 2,846,845

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△58,939 △95,637 △59,452

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△910,915 △1,341,720 △1,175,087

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
16,366,096 16,752,051 18,249,642

　（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、新政権による経済、金融政策に対する期待感か

　　ら、株価の上昇など景気回復に向けた兆しが見られるものの、個人所得や雇用状況、設備投資などの

　　実体経済に大きな改善が見られず、先行き不透明な状況で推移いたしました。

　　　電設資材卸売業界におきましては、ＬＥＤ照明を主体とする省エネ関連商品や猛暑によるエアコン

　　などの需要が増加しましたが、総体的に少ない需要に対する競合が激しく、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、新規得意先の獲得、既存得意先訪問件数アップ等に注力する

　　とともに、得意先のニーズに対応した「安心シリーズ」の提供、専門部署による得意先営業活動支援

　　などを活用して、他社との差別化を更に推進してまいりました。

　　　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、109億２千３百万円（前年同期比4.0%増）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がありましたが経費削減に努め、営業利益は

　　６億５千万円（前年同期比11.3%増）、経常利益は８億１千７百万円（前年同期比8.9%増）、四半期

　　純利益は４億３千５百万円（前年同期比5.2%増）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、253億２千３百万円となり、前連結会計年

　　度末に比べ９億３百万円減少しました。これは主に現金及び預金の14億９千６百万円減少、受取手形

　　及び売掛金の４億１千２百万円増加、商品の１億５千２百万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、58億６百万円となり、前連結会計年度末に

　　比べ２億６千６百万円減少しました。これは主に買掛金の４億８千７百万円増加、短期借入金の２億９

　　千万円減少、未払法人税等の４億６百万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、16億２千８百万円となり、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、310億８千９百万円となり、前連結会計年度

　　末に比べ６億２千８百万円減少しました。これは主に利益剰余金の１億８千１百万円の増加、自己株

　　式の取得による７億９千６百万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８億８千２

　　百万円減少して、385億２千４百万円となっております。

　

EDINET提出書類

トシン・グループ株式会社(E02956)

四半期報告書

 3/16



（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８億１千７百万円となり、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６千万円使用、投資活動によるキャッシュ・フローで９千５百万円使用、財務活動によるキャッ

　　シュ・フローで13億４千１百万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて14億９千７百万円

　　減少し、167億５千２百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果使用した資金は、６千万円（前年同四半期は６億９千８百万円獲得）となりました。

　　これは主に、税金等調整前四半期純利益８億１千７百万円、仕入債務の増加額４億８千７百万円等の

　　増加の一方、売上債権の増加額４億１千万円、たな卸資産の増加額１億５千２百万円、法人税等の支

　　払額７億９千４百万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、９千５百万円（前年同四半期は５千８百万円使用）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７千１百万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、13億４千１百万円（前年同四半期は９億１千万円使用）となりま

　　した。これは主に、短期借入金の純減少額２億９千万円、配当金の支払額２億５千４百万円、自己株

　　式の取得による支出７億９千７百万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25年８月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年10月４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

東京証券取引所

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25年５月21日～

平成25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25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25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 1,622,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,783,100 97,831 －

単元未満株式 普通株式 300 － －

発行済株式総数 11,405,400 － －

総株主の議決権 － 97,831 －

　（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25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3-7 1,622,000 ― 1,622,000 14.22

計 ― 1,622,000 ― 1,622,000 14.22

　（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1,962,925株、その発行済株式総数に対する所有割

　　　　合は17.21％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25年５月21日から

平成25年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年５月21日から平成25年８月20日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる四半期レビューを受けております。

　　　なお、当社の監査法人は次のとおり、交代しております。

　　　第36期連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

　　　第37期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ　
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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25年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,251,362 16,754,416

受取手形及び売掛金 6,837,817 7,250,023

商品 770,769 923,168

繰延税金資産 234,952 234,952

その他 155,307 186,130

貸倒引当金 △23,934 △25,630

流動資産合計 26,226,273 25,323,059

固定資産

有形固定資産

土地 7,971,152 7,971,152

建設仮勘定 52,208 100,561

その他（純額） 1,998,992 1,969,511

有形固定資産合計 10,022,352 10,041,225

無形固定資産 448,242 447,239

投資その他の資産
※ 2,710,404 ※ 2,713,134

固定資産合計 13,180,999 13,201,598

資産合計 39,407,273 38,524,658

負債の部

流動負債

買掛金 2,679,318 3,167,151

短期借入金 1,800,000 1,510,000

1年内返済予定の長期借入金 682 331

未払法人税等 792,072 385,728

賞与引当金 195,800 100,339

その他 605,672 643,261

流動負債合計 6,073,544 5,806,812

固定負債

退職給付引当金 818,454 829,028

役員退職慰労引当金 720,681 732,839

資産除去債務 15,703 6,724

その他 61,335 59,938

固定負債合計 1,616,174 1,628,529

負債合計 7,689,719 7,435,342
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25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 32,560,138 32,741,256

自己株式 △3,304,691 △4,101,140

株主資本合計 31,635,078 31,019,747

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 81,236 68,756

その他の包括利益累計額合計 81,236 68,756

少数株主持分 1,238 811

純資産合計 31,717,553 31,089,315

負債純資産合計 39,407,273 38,524,658
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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24年５月21日
　至　平成24年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年５月21日
　至　平成25年８月20日)

売上高 10,508,618 10,923,841

売上原価 8,277,188 8,672,494

売上総利益 2,231,430 2,251,346

販売費及び一般管理費 1,647,005 1,601,130

営業利益 584,425 650,216

営業外収益

受取利息 6,791 6,218

受取配当金 5,932 5,639

受取会費 136,898 145,561

その他 18,367 11,558

営業外収益合計 167,989 168,978

営業外費用

支払利息 1,023 832

その他 488 552

営業外費用合計 1,512 1,384

経常利益 750,902 817,810

特別利益

固定資産売却益 42 107

特別利益合計 42 107

特別損失

固定資産売却損 1,064 428

固定資産除却損 1,741 38

特別損失合計 2,805 466

税金等調整前四半期純利益 748,139 817,451

法人税等 335,745 382,392

少数株主損益調整前四半期純利益 412,394 435,059

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,515 △427

四半期純利益 413,910 435,486
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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24年５月21日
　至　平成24年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年５月21日
　至　平成25年８月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 412,394 435,059

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,174 △12,479

その他の包括利益合計 27,174 △12,479

四半期包括利益 439,568 422,579

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 441,084 423,006

少数株主に係る四半期包括利益 △1,515 △427
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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24年５月21日
　至　平成24年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年５月21日
　至　平成25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 748,139 817,451

減価償却費 75,171 62,361

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,761 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,606 △95,460

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,779 10,573

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,158 12,158

受取利息及び受取配当金 △12,723 △11,858

支払利息 1,023 832

固定資産売却損益（△は益） 1,022 320

売上債権の増減額（△は増加） 314,995 △410,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,418 △152,399

仕入債務の増減額（△は減少） 477,807 487,833

その他 △19,152 1,712

小計 1,323,433 723,014

利息及び配当金の受取額 11,836 11,930

利息の支払額 △1,023 △832

法人税等の支払額 △635,631 △794,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 698,614 △60,232

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 △40,669 △71,052

有形固定資産の売却による収入 829 463

その他 △19,099 △25,048

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,939 △95,637

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） △420,000 △290,000

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 △228,526 △797,001

配当金の支払額 △262,037 △254,367

財務活動によるキャッシュ・フロー △910,915 △1,341,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △271,239 △1,497,591

現金及び現金同等物の期首残高 16,637,335 18,249,642

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,366,096 ※ 16,752,051
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【注記事項】

（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。

　　　　　　　

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 前連結会計年度（平成25年５月20日）

投資その他の資産のうち、貸倒引当金は、39,825千円であります。

　

          当第１四半期連結会計期間（平成25年８月20日）

投資その他の資産のうち、貸倒引当金は、38,119千円であります。

　

（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24年５月21日
至 平成24年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年５月21日
至 平成25年８月20日）

現金及び預金勘定 16,370,396千円 16,754,416千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,300 △2,365

現金及び現金同等物 16,366,096 16,752,051
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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

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年５月21日　至　平成25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25年８月２日

定時株主総会
普通株式 254,367 26.0 平成25年５月20日 平成25年８月５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。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年５月21日　至　平成25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24年５月21日
至　平成24年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年５月21日
至　平成25年８月20日）

１株当たり四半期純利益金額 41円32銭 46円3銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 413,910 435,486

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） 413,910 435,486

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,017 9,461

（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25年10月３日

トシン・グループ株式会社

取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹本　憲一　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 坂本　裕子　　　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25年５月21日から平成26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25年５月21日
から平成25年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年５月21日から平成25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25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。

　

その他の事項

　会社の平成25年５月20日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間に係
る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査
が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成24年９月28日付で無限定の結論を表明してお
り、また、当該連結財務諸表に対して平成25年８月１日付けで無限定適正意見を表明している。
　

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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