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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143期

第１四半期連結
累計期間

第144期
第１四半期連結

累計期間
第143期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (千円) 2,700,668 2,875,395 10,490,069

経常利益 (千円) 276,145 318,744 1,187,038

四半期（当期）純利益 (千円) 182,212 218,797 828,526

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 251,920 145,334 1,107,595

純資産額 (千円) 15,197,202 15,747,383 15,931,827

総資産額 (千円) 17,975,079 19,024,328 19,378,590

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 14.32 17.19 65.10

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 (％) 84.7 83.0 82.4
 

(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、消費税率引き上げにより個人消費につきましては一時的に弱

含みな動きが見られましたが、政府や日銀の各種政策効果により企業収益が改善し、総じて緩やかな景気回復基調

で推移いたしました。

繊維業界におきましては、景気回復感を背景として高級品志向が一部で見られるものの、円安に伴うエネルギー

価格及び原材料の値上り等により、業界を取り巻く環境は依然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、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り、安定的・持続的成長を実現することを基本方針とし、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。

当第１四半期連結累計期間の営業成績は、売上高２８億７千５百万円（前年同期比６．５％増）、営業利益２億

３百万円（前年同期比３．３％減）、経常利益３億１千８百万円（前年同期比１５．４％増）、四半期純利益２億

１千８百万円（前年同期比２０．１％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、ニットの受注増により売上高２１億５千万円（前年同期比４．５％増）となりました。営

業利益は、エネルギー価格や原材料の値上りの影響等により１億３千９百万円（前年同期比１．６％減）となりま

した。品種別売上高は、織物が１０億３千６百万円（前年同期比０．９％増）、ニットが１１億１千３百万円（前

年同期比８．０％増）であります。

「テキスタイル事業」は、積極的な営業活動により売上高５億８千６百万円（前年同期比１６・４％増）となり

ましたが、ベトナムでの生産開始に伴う費用等により、営業損失２千２百万円（前年同期は営業損失１千５百万

円）となりました。

「不動産事業」は、前年同期並みの売上高１億３千８百万円、営業利益８千６百万円（前年同期比２．２％増）

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、主に現金及び預金の減少等により、前連結会計年度と比べ３億５千４百

万円減少し、１９０億２千４百万円となりました。負債につきましては、流動負債の減少等により１億６千９百万

円減少し、３２億７千６百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の減少等により１億８千４百万

円減少し、１５７億４千７百万円、自己資本比率８３．０％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、２千２百万円であります。

　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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８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26年４月１日～
平成26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26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26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 1,206,600

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,716,500 127,165 ―

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 ― 127,165 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成26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

1,206,600 ― 1,206,600 8.6

計 ― 1,206,600 ― 1,206,600 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26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,058,400 732,435

  受取手形及び売掛金 2,044,595 2,715,209

  有価証券 4,134,790 3,330,475

  完成品 186,208 262,301

  仕掛品 283,253 355,843

  原材料及び貯蔵品 305,433 361,438

  繰延税金資産 136,899 80,957

  その他 52,640 50,795

  貸倒引当金 △6,818 △7,437

  流動資産合計 9,195,404 7,882,018

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,465,683 1,429,228

   機械装置及び運搬具（純額） 1,139,643 1,237,170

   土地 1,251,180 1,251,180

   リース資産（純額） 4,394 4,194

   建設仮勘定 260,965 415,429

   その他（純額） 100,355 96,143

   有形固定資産合計 4,222,222 4,433,346

  無形固定資産   

   のれん 38,095 28,571

   その他 33,082 31,456

   無形固定資産合計 71,177 60,027

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,897,551 5,736,787

   長期貸付金 97 97

   退職給付に係る資産 572,686 491,816

   繰延税金資産 165,154 167,332

   その他 255,287 253,892

   貸倒引当金 △990 △990

   投資その他の資産合計 5,889,786 6,648,935

  固定資産合計 10,183,186 11,142,310

 資産合計 19,378,590 19,024,328
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 447,440 569,809

  短期借入金 63,000 63,000

  リース債務 838 838

  未払法人税等 188,208 42,160

  未払費用 277,931 410,137

  役員賞与引当金 12,000 3,000

  その他 990,161 753,095

  流動負債合計 1,979,580 1,842,042

 固定負債   

  リース債務 3,775 3,565

  退職給付に係る負債 455,894 499,969

  長期預り保証金 618,663 618,663

  繰延税金負債 318,530 242,385

  資産除去債務 63,300 63,300

  その他 7,020 7,020

  固定負債合計 1,467,182 1,434,903

 負債合計 3,446,763 3,276,945

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 11,695,017 11,584,037

  自己株式 △1,361,902 △1,361,902

  株主資本合計 14,806,142 14,695,162

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,025,289 960,264

  退職給付に係る調整累計額 133,755 127,708

  その他の包括利益累計額合計 1,159,045 1,087,973

 少数株主持分 △33,360 △35,751

 純資産合計 15,931,827 15,747,383

負債純資産合計 19,378,590 19,024,328
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,700,668 2,875,395

売上原価 2,216,810 2,405,092

売上総利益 483,857 470,303

販売費及び一般管理費 272,910 266,309

営業利益 210,947 203,993

営業外収益   

 受取利息 1,652 2,338

 受取配当金 59,939 46,102

 投資事業組合運用益 2,014 64,982

 その他 7,160 3,368

 営業外収益合計 70,767 116,791

営業外費用   

 支払利息 232 215

 売上割引 5,106 1,063

 支払手数料 ― 541

 その他 229 220

 営業外費用合計 5,568 2,041

経常利益 276,145 318,744

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 581 1,183

 特別損失合計 581 1,183

税金等調整前四半期純利益 276,270 317,560

法人税等 98,124 101,154

少数株主損益調整前四半期純利益 178,146 216,406

少数株主損失（△） △4,066 △2,391

四半期純利益 182,212 218,797
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 178,146 216,406

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 73,774 △65,024

 退職給付に係る調整額 ― △6,046

 その他の包括利益合計 73,774 △71,071

四半期包括利益 251,920 145,334

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 255,986 147,725

 少数株主に係る四半期包括利益 △4,066 △2,391
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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)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残

存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が79,813千円減少し、退職給付に係る負債が

35,827千円増加、利益剰余金が75,236千円減少しております。なお、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)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間　　　

(平成26年６月30日)

受取手形割引高 112,594千円 91,756千円
 

 

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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 182,087千円 177,003千円

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。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月26日
定時株主総会

普通株式 254,541 20 平成26年３月31日 平成26年６月27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。

 

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

13/17



(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
事業

合計

売上高       

外部顧客への売上高 2,057,909 503,956 138,801 2,700,668 ― 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 2,122,589 504,371 146,406 2,773,368 △72,699 2,700,668

セグメント利益又は損失（△） 141,995 △15,913 84,865 210,947 ― 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。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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
事業

合計

売上高       

外部顧客への売上高 2,150,094 586,499 138,801 2,875,395 ― 2,875,395

セグメント間の内部
売上高又は振替高

62,756 108 7,167 70,032 △70,032 ―

計 2,212,851 586,607 145,968 2,945,428 △70,032 2,875,395

セグメント利益又は損失（△） 139,697 △22,420 86,716 203,993 ― 203,993
 

（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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 14円32銭  17円19銭

 (算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 182,212 218,797

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) 182,212 218,797

普通株式の期中平均株式数(株) 12,727,387 12,727,098
 

(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26年８月８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26年４月１日から平成27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26年４月１日から平成26

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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26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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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