
                                         

平成 21 年 3月 27 日 

各      位 

会 社 名 株式会社トーセ  

代表者名 代表取締役社長 齋藤 茂  

（コード番号 4728 東証・大証第1部） 

問合わせ先 取締役経営管理本部長 渡辺 康人  

（TEL． 075－342－2525） 

 

（訂正）「平成 21 年８月期 第２四半期決算短信」一部訂正について 

 

本日発表いたしました「平成 21 年８月期 第２四半期決算短信」の記載内容につきまして、一

部訂正がありましたので、お知らせいたします。なお、訂正部分には下線を付しております。 

 

記 

 
［８ページ］ 

5．【四半期連結財務諸表】 

（訂正前） 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】   

    (単位：千円) 

    

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年９月１日 

    至 平成 21年２月 28日） 

 （省略）  

現金及び現金同等物の期首残高 661,234 

現金及び現金同等物の四半期末残高 △ 1,321,762 

 

（訂正後） 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】   

    (単位：千円) 

    

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年９月１日 

    至 平成 21年２月 28日） 

 （省略）  

現金及び現金同等物の期首残高 661,234 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,321,762 

 

 

以 上 



5.【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21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,001,762 1,901,234

売掛金 528,132 391,896

有価証券 105,424 119,755

商品及び製品 2,918 5,011

仕掛品 1,458,523 1,743,470

繰延税金資産 36,769 20,942

その他 71,489 96,842

流動資産合計 4,205,020 4,279,152

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 741,449 740,403

減価償却累計額 △402,631 △390,249

建物及び構築物（純額） 338,818 350,154

工具、器具及び備品 436,081 439,306

減価償却累計額 △351,682 △348,388

工具、器具及び備品（純額） 84,399 90,917

土地 461,183 461,183

その他 89,476 89,476

減価償却累計額 △78,636 △76,170

その他（純額） 10,839 13,305

有形固定資産合計 895,241 915,561

無形固定資産   

ソフトウエア 55,830 50,335

電話加入権 2,135 2,135

無形固定資産合計 57,965 52,470

投資その他の資産   

投資有価証券 782,289 953,624

繰延税金資産 152,689 94,689

投資不動産 411,882 410,788

減価償却累計額 △30,448 △27,792

投資不動産（純額） 381,433 382,995

その他 544,690 536,422

貸倒引当金 △81,447 △92,662

投資その他の資産合計 1,779,655 1,875,070

固定資産合計 2,732,862 2,843,102

資産合計 6,937,883 7,122,254



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,868 63,726

未払法人税等 180,827 64,788

前受金 636,719 891,092

賞与引当金 207,660 24,334

役員賞与引当金 6,000 23,500

その他 269,358 283,073

流動負債合計 1,355,435 1,350,514

固定負債   

役員退職慰労引当金 189,636 198,286

退職給付引当金 － 2,229

その他 39,226 40,166

固定負債合計 228,862 240,681

負債合計 1,584,298 1,591,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 967,000 967,000

資本剰余金 1,313,184 1,313,184

利益剰余金 3,421,362 3,430,620

自己株式 △244,212 △174,306

株主資本合計 5,457,334 5,536,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103,125 △31,767

為替換算調整勘定 △624 26,326

評価・換算差額等合計 △103,749 △5,440

純資産合計 5,353,584 5,531,058

負債純資産合計 6,937,883 7,122,254



(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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 3,236,383

売上原価 2,452,865

売上総利益 783,518

販売費及び一般管理費 504,526

営業利益 278,992

営業外収益  

受取利息 6,831

受取配当金 3,102

持分法による投資利益 11,073

不動産賃貸料 23,150

雑収入 8,788

営業外収益合計 52,946

営業外費用  

為替差損 4,413

不動産賃貸費用 15,685

雑損失 5,224

営業外費用合計 25,323

経常利益 306,614

特別利益  

貸倒引当金戻入額 900

退職給付制度改定益 24,771

特別利益合計 25,671

特別損失  

有形固定資産除却損 2,488

投資有価証券売却損 1,860

投資有価証券評価損 83,627

退職給付費用 715

事務所移転費用 7,605

特別損失合計 96,298

税金等調整前四半期純利益 235,987

法人税、住民税及び事業税 174,532

法人税等調整額 △25,055

法人税等合計 149,477

四半期純利益 86,509



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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 235,987

減価償却費 49,954

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,649

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,667

賞与引当金の増減額（△は減少） 183,326

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,215

受取利息及び受取配当金 △9,933

為替差損益（△は益） 4,413

投資有価証券評価損益（△は益） 83,627

投資有価証券売却損益（△は益） 1,860

持分法による投資損益（△は益） △11,073

固定資産除却損 2,488

売上債権の増減額（△は増加） △136,235

たな卸資産の増減額（△は増加） 283,155

前受金の増減額（△は減少） △254,372

仕入債務の増減額（△は減少） △8,857

その他 △6,903

小計 372,905

利息及び配当金の受取額 8,477

法人税等の支払額 △58,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,888

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 560,000

有形固定資産の取得による支出 △17,867

無形固定資産の取得による支出 △21,823

投資有価証券の売却による収入 2,951

貸付金の回収による収入 16,000

関係会社株式の取得による支出 △29,835

その他 1,892

投資活動によるキャッシュ・フロー 511,318

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △69,906

配当金の支払額 △95,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,674

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 660,527

現金及び現金同等物の期首残高 661,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,321,762




