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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142期

第１四半期連結
累計期間

第143期
第１四半期連結
累計期間

第142期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 2,754,716 2,700,668 10,633,255

経常利益 (千円) 244,918 276,145 400,113

四半期（当期）純利益 (千円) 162,946 182,212 772,204

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △116,740 251,920 1,348,974

純資産額 (千円) 13,988,67315,197,20215,199,830

総資産額 (千円) 16,945,37317,975,07917,826,341

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 12.80 14.32 60.67

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 (％) 82.6 84.7 85.4

(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、潜在株式がないため記載しておりません。

　

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）において営まれている

事業の内容について重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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】

文中に記載した金額には消費税等の金額は含んでおらず、将来に関する事項の記載については当四半

期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和や財政出動による景気回復への期待感か

ら、円安・株高が進み、輸出関連企業を中心に業績が改善されつつあります。

繊維業界におきましては、一部に個人消費改善の動きがありますものの、依然としてデフレの状況であ

り、業界を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。

このような情勢のなかで当社グループは、差別化加工の開発・提案による売上高の確保、省エネ活動等

によるコスト競争力の強化を図ってまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、

売上高２７億円（前年同期比２．０％減）、営業利益２億１千万円（前年同期比１９．９％増）、経常利

益２億７千６百万円（前年同期比１２．７％増）、四半期純利益１億８千２百万円（前年同期比１１．

８％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

「染色加工事業」は、織物の生産減の影響を受けながらも、省エネ活動等によるコスト削減により、売

上高２０億５千７百万円（前年同期比１．１％減）、営業利益１億４千１百万円（前年同期比４８．

５％増）となりました。品種別売上高は、織物が１０億２千７百万円（前年同期比５．６％減）、ニット

が１０億３千万円（前年同期比３．９％増）であります。

「テキスタイル事業」は、織物の受注減と原材料価格の上昇等により、売上高５億３百万円（前年同期

比５・７％減）、営業損失１千５百万円（前年同期は営業損失８百万円）となりました。

「不動産賃貸事業」は、売上高１億３千８百万円（前年同期比０．８％減）、営業利益８千４百万円

（前年同期比４．１％減）となりました。
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（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、主に受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度と比

べ１億４千８百万円増加し、１７９億７千５百万円となりました。負債につきましては、流動負債の増加

等により１億５千１百万円増加し、２７億７千７百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余

金の減少等により２百万円減少し、１５１億９千７百万円、自己資本比率８４．７％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１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、２千４百万円であります。

　なお、当第１四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 60,000,000

計 60,000,000

　

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６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９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 13,933,75713,933,757

東京証券取引所
（市場第二部）
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 13,933,75713,933,757― ―

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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４月１日～
平成25年６月30日

― 13,933 ― 3,124,199 ― 359,224

　

(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３月31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３月31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)
（自己保有株式）
普通株式　   1,206,300

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　12,716,800 127,168 ―

単元未満株式 普通株式　  　  10,657 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 13,933,757― ―

総株主の議決権 ― 127,168 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が70株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年３月31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(％)

（自己保有株式）
株式会社ソトー

愛知県一宮市篭屋
５―１―１

1,206,300― 1,206,300 8.6

計 ― 1,206,300― 1,206,300 8.6

　

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１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30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。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

 7/17



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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,164,260 896,004

受取手形及び売掛金 ※2
 1,845,686

※2
 2,441,880

有価証券 2,692,380 2,442,819

完成品 168,035 218,718

仕掛品 239,775 306,876

原材料及び貯蔵品 304,761 312,316

繰延税金資産 222,257 177,637

その他 69,730 76,477

貸倒引当金 △5,628 △6,015

流動資産合計 6,701,259 6,866,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,583,441 1,546,777

機械装置及び運搬具（純額） 1,093,879 1,063,653

土地 1,251,180 1,251,180

リース資産（純額） 1,398 1,198

建設仮勘定 － 42,804

その他（純額） 141,338 129,412

有形固定資産合計 4,071,238 4,035,027

無形固定資産

のれん 76,190 66,666

その他 23,802 23,221

無形固定資産合計 99,993 89,887

投資その他の資産

投資有価証券 6,177,091 6,191,336

長期貸付金 296 296

繰延税金資産 157,047 157,107

その他 622,663 638,048

貸倒引当金 △3,248 △3,340

投資その他の資産合計 6,953,849 6,983,448

固定資産合計 11,125,081 11,108,363

資産合計 17,826,341 17,975,079
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 403,462 406,171

短期借入金 45,500 63,000

リース債務 798 798

未払法人税等 13,960 30,432

未払費用 274,090 404,863

役員賞与引当金 9,000 3,000

その他 623,033 556,032

流動負債合計 1,369,845 1,464,298

固定負債

リース債務 599 399

退職給付引当金 475,033 471,213

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 91,243 152,982

資産除去債務 63,300 63,300

その他 7,826 7,020

固定負債合計 1,256,665 1,313,578

負債合計 2,626,510 2,777,876

純資産の部

株主資本

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,375,583 11,303,248

自己株式 △1,361,640 △1,361,640

株主資本合計 14,486,970 14,414,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 737,062 810,836

その他の包括利益累計額合計 737,062 810,836

少数株主持分 △24,202 △28,268

純資産合計 15,199,830 15,197,202

負債純資産合計 17,826,341 17,975,079
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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４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 2,754,716 2,700,668

売上原価 2,279,300 2,216,810

売上総利益 475,416 483,857

販売費及び一般管理費 299,508 272,910

営業利益 175,907 210,947

営業外収益

受取利息 990 1,652

受取配当金 56,254 59,939

投資事業組合運用益 23,495 2,014

その他 2,548 7,160

営業外収益合計 83,289 70,767

営業外費用

支払利息 82 232

売上割引 12,336 5,106

その他 1,859 229

営業外費用合計 14,278 5,568

経常利益 244,918 276,145

特別利益

固定資産売却益 － 706

特別利益合計 － 706

特別損失

固定資産処分損 2,909 581

特別損失合計 2,909 581

税金等調整前四半期純利益 242,008 276,270

法人税等 83,862 98,124

少数株主損益調整前四半期純利益 158,145 178,146

少数株主損失（△） △4,800 △4,066

四半期純利益 162,946 182,212
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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４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 158,145 178,146

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △274,886 73,774

その他の包括利益合計 △274,886 73,774

四半期包括利益 △116,740 251,920

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △111,940 255,986

少数株主に係る四半期包括利益 △4,800 △4,066
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(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)

該当事項はありません。

　
(四半期連結貸借対照表関係)

　１　受取手形割引高

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間　　　(平成
25年６月30日)

受取手形割引高 173,448千円 62,495千円

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第１四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末

日満期手形が、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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間　　　(平成
25年６月30日)

受取手形 17,208千円 10,353千円

　

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

12/17



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四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。)、のれんの

償却額は、次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４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 201,688千円 182,087千円

のれんの償却額 9,523千円 9,523千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30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 254,548 20平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　
 ２　基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　 該当事項はありません。

　
 ３　株主資本の著しい変動

　　 該当事項はありません。

　
当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 254,547 20平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　
 ２　基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　 該当事項はありません。

　

 ３　株主資本の著しい変動

　　 該当事項はありません。
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(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４月１日  至  平成24年６月30日)

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

調整額
四半期連結損
益計算書計上
額（注）

染色加工事
業

テキスタイ
ル事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,080,312534,498139,9042,754,716 ― 2,754,716

セグメント間の内部
売上高又は振替高

58,529 ― 6,612 65,141△65,141 ―

計 2,138,842534,498146,5162,819,858△65,1412,754,716

セグメント利益又は損失（△） 95,613△8,184 88,478175,907 ― 175,907

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

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

調整額
四半期連結損
益計算書計上
額（注）

染色加工事
業

テキスタイ
ル事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 2,057,909503,956138,8012,700,668 ― 2,700,668

セグメント間の内部
売上高又は振替高

64,679 415 7,605 72,699△72,699 ―

計 2,122,589504,371146,4062,773,368△72,6992,700,668

セグメント利益又は損失（△） 141,995△15,913 84,865210,947 ― 210,947

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(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。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 12円80銭 14円32銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 162,946 182,212

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) 162,946 182,212

普通株式の期中平均株式数(株) 12,727,401 12,727,387

(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。

　

(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８月９日

株式会社ソトー

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   松　本　千　佳  ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   大　谷　浩　二　㊞

　
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」に掲げられている株式
会社ソトーの平成25年４月１日から平成26年３月31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４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月
30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、株式会社ソトー及び連結子会社の平成25年６
月30日現在の財政状態及び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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