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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146期

第１四半期連結
累計期間

第147期
第１四半期連結

累計期間
第146期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (千円) 3,256,200 2,900,512 12,054,822

経常利益 (千円) 335,149 385,270 668,645

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 235,721 268,983 539,681

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △42,475 384,653 847,126

純資産額 (千円) 15,032,213 15,797,377 15,667,262

総資産額 (千円) 18,157,437 18,915,619 18,525,712

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 18.52 21.14 42.40

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 (％) 82.8 83.5 84.6
 

(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、企業収益の改善が見られ緩やかな回復基調となりましたが、

海外の政策運営動向等懸念材料もあり、先行き不透明な状況で推移しました。

繊維業界におきましては、少子高齢化や消費動向の変化によりファッション衣料の消費低迷が続き、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。

このような事業環境のもと、当社グループは、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造するとともにグローバ

ル展開を図り、安定的・持続的成長の実現を目指しております。

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高２９億円（前年同期比１０．９％減）、営業利益１億９千万円

（前年同期比２７．９％減）、経常利益は投資事業組合運用益１億３千５百万円を計上したことで３億８千５百万

円（前年同期比１５．０％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億６千８百万円（前年同期比１４．１％

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）

　ファッション衣料の低迷とスポーツ関連衣料の生産調整により、織物が１０億９千７百万円（前年同期比２．

６％減）、ニットが１０億５千５百万円（前年同期比１３．１％減）となり、売上高２１億５千３百万円（前年同

期比８．１％減）、営業利益１億４千９百万円（前年同期比３８．９％減）となりました。

　（テキスタイル事業）

　ファッション衣料の低迷とウール原料の高止まりの影響により、売上高６億１千１百万円（前年同期比２１．

５％減）、営業損失６千３百万円（前年同期は営業損失８千６百万円）となりました。

　（不動産事業）

　売上高１億３千５百万円（前年同期比０．７％増）、営業利益１億４百万円（前年同期比１．８％減）となりま

した。
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（２）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度に比べ３億８千９百万円増加し、１８９億１千５百万円と

なりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が３億１千４百万円増加したことであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ２億５千９百万円増加し、３１億１千８百万円とな

りました。主な要因は、未払費用が１億４千万円、支払手形及び買掛金が１億３千９百万円増加したことでありま

す。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度に比べ１億３千万円増加し、１５７億９千７百万円とな

りました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が１億１千３百万円増加したことであります。

 

（３）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

　

（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29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月10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
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

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29年４月１日～
平成29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29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29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 1,206,800

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 10,157 ― 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40株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成29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

1,206,800 ― 1,206,800 8.6

計 ― 1,206,800 ― 1,206,800 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29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,652,376 2,576,156

  受取手形及び売掛金 2,351,085 2,665,605

  完成品 238,021 331,768

  仕掛品 467,282 517,543

  原材料及び貯蔵品 494,684 532,605

  繰延税金資産 88,773 61,508

  その他 183,770 155,716

  貸倒引当金 △6,590 △6,620

  流動資産合計 6,469,403 6,834,283

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,406,699 1,484,940

   機械装置及び運搬具（純額） 2,277,007 2,140,068

   土地 1,224,890 1,224,890

   リース資産（純額） 68,660 66,106

   建設仮勘定 30,743 9,283

   その他（純額） 92,973 92,592

   有形固定資産合計 5,100,974 5,017,882

  無形固定資産   

   その他 35,791 32,904

   無形固定資産合計 35,791 32,904

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,063,184 6,180,094

   退職給付に係る資産 463,232 461,573

   繰延税金資産 156,161 156,141

   その他 238,788 234,562

   貸倒引当金 △1,822 △1,822

   投資その他の資産合計 6,919,543 7,030,549

  固定資産合計 12,056,309 12,081,335

 資産合計 18,525,712 18,915,619
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 577,343 716,808

  1年内返済予定の長期借入金 6,595 6,340

  リース債務 11,263 11,263

  未払法人税等 85,058 26,431

  未払費用 307,218 447,731

  役員賞与引当金 ― 3,000

  その他 581,812 561,987

  流動負債合計 1,569,291 1,773,563

 固定負債   

  長期借入金 22,250 20,750

  リース債務 58,080 55,264

  退職給付に係る負債 627,631 632,001

  長期預り保証金 309,693 309,319

  繰延税金負債 201,184 257,024

  資産除去債務 63,300 63,300

  その他 7,020 7,020

  固定負債合計 1,289,158 1,344,678

 負債合計 2,858,450 3,118,241

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,124,199 3,124,199

  資本剰余金 1,341,568 1,341,568

  利益剰余金 11,583,117 11,597,563

  自己株式 △1,362,084 △1,362,084

  株主資本合計 14,686,801 14,701,246

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 936,592 1,049,657

  退職給付に係る調整累計額 43,868 46,473

  その他の包括利益累計額合計 980,461 1,096,131

 純資産合計 15,667,262 15,797,377

負債純資産合計 18,525,712 18,915,619
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 3,256,200 2,900,512

売上原価 2,695,761 2,433,734

売上総利益 560,438 466,778

販売費及び一般管理費 295,931 276,051

営業利益 264,507 190,726

営業外収益   

 受取利息 11,107 8,145

 受取配当金 49,694 47,702

 投資事業組合運用益 11,165 135,208

 その他 2,598 5,284

 営業外収益合計 74,566 196,340

営業外費用   

 支払利息 327 128

 売上割引 584 376

 為替差損 1,621 479

 支払手数料 786 580

 その他 605 231

 営業外費用合計 3,924 1,796

経常利益 335,149 385,270

特別利益   

 固定資産売却益 359 1,099

 補助金収入 1,406 9,211

 特別利益合計 1,765 10,311

特別損失   

 固定資産処分損 720 1,281

 特別損失合計 720 1,281

税金等調整前四半期純利益 336,195 394,301

法人税等 100,474 125,317

四半期純利益 235,721 268,983

親会社株主に帰属する四半期純利益 235,721 268,983
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 235,721 268,983

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △278,534 113,064

 退職給付に係る調整額 338 2,604

 その他の包括利益合計 △278,196 115,669

四半期包括利益 △42,475 384,653

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △42,475 384,653

 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。

 

(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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間　　　

(平成29年６月30日)

受取手形割引高 116,749千円 112,952千円
 

 

(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。)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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 240,821千円 219,938千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28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28年６月24日
定時株主総会

普通株式 254,538 20 平成28年３月31日 平成28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。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月23日
定時株主総会

普通株式 254,538 20 平成29年３月31日 平成29年６月26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28年４月１日 至 平成28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 2,341,875 779,387 134,936 3,256,200 ― 3,256,200

セグメント間の内部
売上高又は振替高

114,536 4,196 6,285 125,018 △125,018 ―

計 2,456,412 783,584 141,221 3,381,219 △125,018 3,256,200

セグメント利益又は損失（△） 244,913 △86,778 106,372 264,507 ― 264,507
 

（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29年４月１日 至 平成29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 2,153,168 611,525 135,818 2,900,512 ― 2,900,512

セグメント間の内部
売上高又は振替高

83,753 2,295 6,220 92,268 △92,268 ―

計 2,236,921 613,821 142,038 2,992,781 △92,268 2,900,512

セグメント利益又は損失（△） 149,543 △63,318 104,501 190,726 ― 190,726
 

（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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 18円52銭 21円14銭

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 235,721 268,983

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

235,721 268,983

普通株式の期中平均株式数(株) 12,726,929 12,726,917
 

(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29年８月10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  奥　谷　浩　之 ㊞

 

 

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29年４月１日から平成30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29年４月１日から平成29

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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29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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