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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２四半期
連結累計期間

第143期
第２四半期
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９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９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) 5,870,656 5,643,567 10,633,255

経常利益 (千円) 484,891 522,803 400,113

四半期(当期)純利益 (千円) 429,928 382,845 772,204

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 144,989 575,955 1,348,974

純資産額 (千円) 14,250,393 15,521,102 15,199,830

総資産額 (千円) 17,024,893 18,246,925 17,826,341

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 33.78 30.08 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 (％) 83.8 85.2 85.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 219,227 136,974 1,214,642

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △508,816 518,950 △698,678

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △209,626 △237,813 △464,831

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,238,409 4,206,868 3,788,756

　

回次
第142期

第２四半期
連結会計期間

第143期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.98 15.76

(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２四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。

なお、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２四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】

当社は、平成25年９月10日に、ベトナム社会主義共和国の大手繊維企業である28 CORPORATION ONE

MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY（以下、「28 CORPORATION」という。）と業務提携契約を締結いたし

ました。

①業務提携の目的

当社は、染色加工事業で培った「感性技術」をベースに、テキスタイル事業と一体となってグローバル

展開を図ることを基本方針としております。

この度、その戦略の一つとして、繊維業界におけるアセアンでの繊維製品生産の増大に対応し、ウール

素材を中心としたテキスタイルの生産販売の拡大を図ることを目的として、28 CORPORATIONと業務提携を

することにいたしました。

②業務提携の内容

当社は、ウール素材に対応することを目的として３年間で約６億円の機械設備を28 CORPORATIONの工場

に導入し、28 CORPORATIONは、設備稼働に必要なインフラの設備と労働力を提供する予定です。

③契約期間

平成25年９月10日より10年間

　

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２四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２四半期連結累計期間の経営成績

は、売上高５６億４千３百万円（前年同期比３．９％減）、営業利益４億４千６百万円（前年同期比

３．０％増）、経常利益５億２千２百万円（前年同期比７．８％増）、四半期純利益３億８千２百万円

（前年同期比１１．０％減）となりました。
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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４１億７千４百万円（前年同期比２．５％減）、営業利益２億９千６百万円（前年同期比８．

９％増）となりました。品種別売上高は、織物が２１億１千４百万円（前年同期比５．６％減）、ニッ

トが２０億６千万円（前年同期比０．９％増）であります。

「テキスタイル事業」は、受注減により、売上高１１億９千万円（前年同期比９．０％減）、営業損

失１千８百万円（前年同期は営業損失１千４百万円）となりました。

「不動産賃貸事業」は、売上高２億７千７百万円（前年同期比０．８％減）、営業利益１億６千８百

万円（前年同期比４．３％減）となりました。

（２）財政状態の分析

当第２四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４億２千万円増加し、１８２億４千６百万円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負

債の増加等により９千９百万円増加し、２７億２千５百万円となりました。純資産につきましては、そ

の他有価証券評価差額金の増加等により３億２千１百万円増加し、１５５億２千１百万円、自己資本比

率８５．２％となりました。

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額７億７千２百万円があったものの、税金等

調整前四半期純利益５億１千６百万円、減価償却費３億６千７百万円があったこと等により、１億３千

６百万円の増加（前年同期は２億１千９百万円の増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出３億７千６百万円、投資有価

証券の取得による支出２億円があったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入１０億円があっ

たこと等により、５億１千８百万円の増加（前年同期は５億８百万円の減少）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額２億５千４百万円があったこと等により２億

３千７百万円の減少（前年同期は２億９百万円の減少）となりました。

　この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度と比べ４億１

千８百万円増加し、４２億６百万円となりました。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

（５）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、５千８百万円であります。

　なお、当第２四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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11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 13,933,757 13,933,757

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 13,933,757 13,933,757 ― ―

　
(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７月１日～
平成25年９月30日

― 13,933 ― 3,124,199 ― 359,224
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ダイドーリミテッド 東京都千代田区外神田３－１－16 1,595 11.4

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀１－２－１ 846 6.0

株式会社トーア紡コーポレーション 大阪市中央区瓦町３－１－４ 400 2.8

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 367 2.6

株式会社ワールド 神戸市中央区港島中町６－８－１ 330 2.3

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 312 2.2

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 275 1.9

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３－９ 250 1.7

タキヒヨー株式会社 名古屋市西区牛島町６－１ 245 1.7

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 221 1.5

計 ― 4,843 34.7

　（注）上記のほか当社所有の自己株式1,206千株（8.6％）があります。

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25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)
（自己保有株式）
普通株式　  1,206,500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　12,716,400 127,164 ―

単元未満株式 普通株式　  　 10,857 ― 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 ― 127,164 ―

(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21株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成25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(％)

（自己保有株式）
株式会社ソトー

愛知県一宮市篭屋
５―１―１

1,206,500 ― 1,206,500 8.6

計 ― 1,206,500 ― 1,206,500 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２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９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

 8/19



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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,164,260 1,321,123

受取手形及び売掛金
※２ 1,845,686 2,618,267

有価証券 2,692,380 2,933,966

完成品 168,035 247,356

仕掛品 239,775 231,188

原材料及び貯蔵品 304,761 290,020

繰延税金資産 222,257 167,508

その他 69,730 45,107

貸倒引当金 △5,628 △7,176

流動資産合計 6,701,259 7,847,363

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,583,441 1,485,074

機械装置及び運搬具（純額） 1,093,879 1,017,099

土地 1,251,180 1,251,180

リース資産（純額） 1,398 4,793

建設仮勘定 － 66,613

その他（純額） 141,338 116,521

有形固定資産合計 4,071,238 3,941,282

無形固定資産

のれん 76,190 57,142

その他 23,802 21,989

無形固定資産合計 99,993 79,132

投資その他の資産

投資有価証券 6,177,091 5,578,965

長期貸付金 296 296

繰延税金資産 157,047 156,194

その他 622,663 647,030

貸倒引当金 △3,248 △3,340

投資その他の資産合計 6,953,849 6,379,146

固定資産合計 11,125,081 10,399,561

資産合計 17,826,341 18,246,925
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 403,462 426,849

短期借入金 45,500 63,000

リース債務 798 838

未払法人税等 13,960 34,872

未払費用 274,090 303,947

役員賞与引当金 9,000 6,000

その他 623,033 486,123

流動負債合計 1,369,845 1,321,632

固定負債

リース債務 599 4,194

退職給付引当金 475,033 470,153

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 91,243 240,859

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 1,404,190

負債合計 2,626,510 2,725,822

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 11,503,881

自己株式 △1,361,640 △1,361,777

株主資本合計 14,486,970 14,615,132

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 737,062 937,438

その他の包括利益累計額合計 737,062 937,438

少数株主持分 △24,202 △31,468

純資産合計 15,199,830 15,521,102

負債純資産合計 17,826,341 18,246,925
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 5,870,656 5,643,567

売上原価 4,859,271 4,679,604

売上総利益 1,011,385 963,963

販売費及び一般管理費
※ 578,178 ※ 517,547

営業利益 433,206 446,415

営業外収益

受取利息 2,644 29,109

受取配当金 57,054 59,939

投資事業組合運用益 3,917 －

その他 12,165 11,714

営業外収益合計 75,781 100,763

営業外費用

支払利息 211 481

売上割引 21,656 9,253

投資事業組合運用損 － 14,265

その他 2,228 375

営業外費用合計 24,096 24,375

経常利益 484,891 522,803

特別利益

固定資産売却益 3,645 706

特別利益合計 3,645 706

特別損失

固定資産処分損 4,708 6,859

特別損失合計 4,708 6,859

税金等調整前四半期純利益 483,828 516,650

法人税等 65,675 141,070

少数株主損益調整前四半期純利益 418,153 375,580

少数株主損失（△） △11,775 △7,265

四半期純利益 429,928 382,845
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 418,153 375,580

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △273,163 200,375

その他の包括利益合計 △273,163 200,375

四半期包括利益 144,989 575,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 156,765 583,221

少数株主に係る四半期包括利益 △11,775 △7,265
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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２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30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 483,828 516,650

減価償却費 416,809 367,744

のれん償却額 19,047 19,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,200 1,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,912 △4,880

受取利息及び受取配当金 △59,698 △89,048

支払利息 211 481

有形固定資産処分損益（△は益） 1,063 6,152

投資事業組合運用損益（△は益） △3,917 14,265

売上債権の増減額（△は増加） △963,638 △772,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,427 △55,993

仕入債務の増減額（△は減少） 101,588 23,386

未払費用の増減額（△は減少） 23,521 29,857

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,921 29,555

その他 84,416 △39,577

小計 87,994 43,700

利息及び配当金の受取額 59,698 89,048

利息の支払額 △211 △481

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 71,744 4,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 219,227 136,974

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） △16,371 19,662

有形固定資産の取得による支出 △577,961 △376,725

有形固定資産の売却による収入 7,564 858

投資有価証券の取得による支出 △171,860 △200,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,538 1,000,347

投資事業組合からの分配による収入 271,266 100,000

その他 △22,993 △25,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,816 518,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 45,500 17,500

配当金の支払額 △254,707 △254,777

自己株式の取得による支出 △19 △136

その他 △399 △399

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,626 △237,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,215 418,111

現金及び現金同等物の期首残高 3,737,624 3,788,756

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,238,409 ※ 4,206,868
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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２四半期連結会計期
間　　　　　(平成25年９月30

日)

受取手形割引高 173,448千円 96,273千円

　

※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、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形

が、前連結会計年度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２四半期連結会計期
間　　　　　(平成25年９月30

日)

受取手形 17,208千円 ―千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

給料手当 148,482千円 　131,232千円

役員報酬 38,466千円 36,772千円

役員賞与引当金繰入額 6,000千円 6,000千円

減価償却費 7,072千円 3,502千円

退職給付費用 9,467千円 3,582千円

研究開発費 49,844千円 　58,078千円
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(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は、

次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 1,738,459千円 1,321,123千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △91,850千円 △48,221千円

追加型公社債投資信託 1,591,799千円 2,933,966千円

現金及び現金同等物 3,238,409千円 4,206,868千円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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11月７日
取締役会

普通株式 254,547 20 平成24年９月30日 平成24年12月３日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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11月７日
取締役会

普通株式 254,544 20 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金

　

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

15/19



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 4,282,116 1,308,730 279,809 5,870,656 ― 5,870,656

セグメント間の内部
売上高又は振替高

161,665 ― 13,224 174,889 △174,889 ―

計 4,443,782 1,308,730 293,033 6,045,546 △174,889 5,870,656

セグメント利益又は損失(△) 272,273 △14,677 175,610 433,206 ― 433,206

（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２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 4,174,984 1,190,979 277,603 5,643,567 ― 5,643,567

セグメント間の内部
売上高又は振替高

137,924 1,570 15,014 154,509 △154,509 ―

計 4,312,908 1,192,550 292,617 5,798,076 △154,509 5,643,567

セグメント利益又は損失(△) 296,453 △18,131 168,094 446,415 ― 446,415

（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２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 33円78銭 30円08銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 429,928 382,845

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) 429,928 382,845

普通株式の期中平均株式数(株) 12,727,396 12,727,351

(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】

第143期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年11月７日開

催の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

　①配当金の総額　　　　                          254,544千円　　　　

　②１株当たりの金額　　　　　　                         20円

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年12月２日
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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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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　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月14日

株式会社ソトー

取締役会  御中

　

　

　

　
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２四半期連結会計期間(平
成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９
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、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、株式会社ソトー及び連結子会社の平成25年
９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四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データ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

