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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148期

第３四半期
連結累計期間

第149期
第３四半期
連結累計期間

第148期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (千円) 8,684,995 8,900,167 11,224,985

経常利益 (千円) 436,307 419,193 383,294

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 296,991 255,594 180,251

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △278,316 428,002 △327,076

純資産額 (千円) 14,633,881 14,504,047 14,585,117

総資産額 (千円) 17,262,251 17,126,217 17,367,023

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 23.34 20.08 14.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 84.8 84.7 84.0
 

 

回次
第148期

第３四半期
連結会計期間

第149期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

１株当たり四半期純損失(△) (円) △1.45 △2.40
 

(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３四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３四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 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、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）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦等の影響により、輸出を中心に国内生産が弱含

みであるものの、雇用や所得改善により緩やかな回復基調で推移しましたが、中国を中心とする世界経済の減速や

消費税増税後の消費の冷えこみが懸念されるなど、景気の先行きは依然不透明な状況となっております。

　繊維産業におきましては、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いており、また

原材料の値上りが懸念される等、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３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高８９億円（前年同期比２．５％増）、営業利益２億９千４百万

円（前年同期比６．４％減）、経常利益４億１千９百万円（前年同期比３．９％減）となり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は２億５千５百万円（前年同期比１３．９％減）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）

消費の低迷及びコート地を中心とした秋冬物の在庫調整の影響があり、生産が低調であったことにより、織物が

２９億８千５百万円（前年同期比３．８％減）、ニットが２５億６千２百万円（前年同期比０．７％減）となり、

売上高５５億４千８百万円（前年同期比２．４％減）、営業利益につきましては、加工料金の是正に努めているも

のの、受注減及び燃料や原材料の値上りの影響が大きく、営業利益２百万円（前年同期比９７．０％減）となりま

した。

　（テキスタイル事業）

秋冬物の市場が低迷しているなかで、新たに取り組んだ事業が寄与したこと等により、売上高２９億５千５百万

円（前年同期比１３．５％増）となりましたが、既存得意先からの受注減及び原材料の値上りの影響により、営業

損失１千８百万円（前年同期は営業損失８千７百万円）となりました。

　（不動産事業）

売上高３億９千５百万円（前年同期比０．７％減）、営業利益３億９百万円（前年同期比１．８％減）となりま

した。
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②財政状態の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度に比べ２億４千万円減少し、１７１億２千６百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金が１億９千８百万円減少、仕掛品が１億８千２百万円減少したことでありま

す。

（負債）

当第３四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ１億５千９百万円減少し、２６億２千２百万円とな

りました。主な要因は、未払費用が１億１千２百万円減少、未払法人税等が８千７百万円減少したことでありま

す。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度に比べ８千１百万円減少し、１４５億４百万円となりま

した。主な要因は、その他有価証券評価差額金が１億８千７百万円増加しましたが、利益剰余金が２億５千３百万

円減少、退職給付に係る調整累計額が１千４百万円減少したことであります。

　

（２）経営方針・経営戦略等

当第３四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。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、９千２百万円であります。

　なお、当第３四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。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年２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】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の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) 【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)

2019年10月１日～
2019年12月31日

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

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四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（2019年９月30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】

    2019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 1,206,900

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,716,100 127,161 ―

単元未満株式 普通株式 10,757 ― 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 ― 127,161 ―
 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019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

1,206,900 ― 1,206,900 8.6

計 ― 1,206,900 ― 1,206,900 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３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,188,111 1,989,595

  受取手形及び売掛金 ※２  2,456,549 ※２  2,522,618

  有価証券 130,159 ―

  完成品 410,819 497,311

  仕掛品 535,922 353,882

  原材料及び貯蔵品 442,672 350,507

  その他 68,321 96,402

  貸倒引当金 △12,956 △12,246

  流動資産合計 6,219,599 5,798,072

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,419,139 1,385,758

   機械装置及び運搬具（純額） 1,401,846 1,359,788

   土地 1,353,319 1,353,319

   リース資産（純額） 46,983 40,854

   建設仮勘定 7,232 3,354

   その他（純額） 80,187 81,603

   有形固定資産合計 4,308,709 4,224,678

  無形固定資産   

   その他 88,810 74,937

   無形固定資産合計 88,810 74,937

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,870,507 6,238,700

   退職給付に係る資産 430,382 428,810

   繰延税金資産 252,838 165,331

   その他 197,328 198,570

   貸倒引当金 △1,153 △2,883

   投資その他の資産合計 6,749,903 7,028,528

  固定資産合計 11,147,423 11,328,144

 資産合計 17,367,023 17,126,217
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 638,149 600,179

  1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000

  リース債務 8,671 8,251

  未払法人税等 138,049 50,681

  未払費用 295,506 183,194

  役員賞与引当金 7,000 6,750

  その他 577,885 609,669

  流動負債合計 1,668,262 1,461,726

 固定負債   

  長期借入金 14,250 12,000

  リース債務 38,507 32,318

  退職給付に係る負債 690,607 707,390

  長期預り保証金 279,054 279,054

  繰延税金負債 27,925 66,379

  資産除去債務 63,300 63,300

  固定負債合計 1,113,643 1,160,442

 負債合計 2,781,905 2,622,169

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 11,050,475 10,796,998

  自己株式 △1,362,209 △1,362,209

  株主資本合計 14,154,034 13,900,556

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 413,964 601,203

  退職給付に係る調整累計額 17,117 2,287

  その他の包括利益累計額合計 431,082 603,490

 純資産合計 14,585,117 14,504,047

負債純資産合計 17,367,023 17,126,217
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 8,684,995 8,900,167

売上原価 7,533,545 7,746,979

売上総利益 1,151,449 1,153,188

販売費及び一般管理費 837,327 859,055

営業利益 314,121 294,132

営業外収益   

 受取利息 20,127 21,842

 受取配当金 83,087 85,618

 為替差益 5,183 ―

 投資事業組合運用益 5,646 5,709

 その他 12,833 17,132

 営業外収益合計 126,879 130,303

営業外費用   

 支払利息 302 230

 売上割引 948 893

 為替差損 ― 812

 支払手数料 2,555 2,572

 その他 887 734

 営業外費用合計 4,694 5,242

経常利益 436,307 419,193

特別利益   

 固定資産売却益 291 43,720

 補助金収入 ― 10,924

 投資有価証券売却益 ― 41,390

 違約金収入 31,682 ―

 特別利益合計 31,974 96,034

特別損失   

 固定資産処分損 30,326 3,103

 固定資産売却損 ― 39,634

 その他 ― 7,064

 特別損失合計 30,326 49,802

税金等調整前四半期純利益 437,954 465,426

法人税等 140,963 209,831

四半期純利益 296,991 255,594

親会社株主に帰属する四半期純利益 296,991 255,594
 

EDINET提出書類

株式会社ソトー(E00569)

四半期報告書

10/17



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 296,991 255,594

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △571,865 187,238

 退職給付に係る調整額 △3,442 △14,830

 その他の包括利益合計 △575,307 172,408

四半期包括利益 △278,316 428,002

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △278,316 428,002
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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)

重要な変更はありません。

 
(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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

受取手形割引高 130,158千円 96,475千円
 

 

※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３四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間末日満期手形が、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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

受取手形 60,368千円 65,443千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半

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３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

減価償却費 566,362千円 523,216千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31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

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式  254,536  20 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金

2018年11月７日
取締役会

普通株式  254,536  20 2018年９月30日 2018年12月３日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四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３四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。

 

当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31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

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 254,536 20 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金

2019年11月７日
取締役会

普通株式 254,536 20 2019年９月30日 2019年12月２日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四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３四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31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 5,683,291 2,603,217 398,485 8,684,995 ― 8,684,995

セグメント間の内部
売上高又は振替高

232,840 5,007 17,874 255,722 △255,722 ―

計 5,916,132 2,608,225 416,359 8,940,717 △255,722 8,684,995

セグメント利益又は損失(△) 86,043 △87,161 315,240 314,121 ― 314,121
 

（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３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31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 5,548,558 2,955,903 395,705 8,900,167 ― 8,900,167

セグメント間の内部
売上高又は振替高

251,838 4,024 17,853 273,716 △273,716 ―

計 5,800,397 2,959,927 413,558 9,173,883 △273,716 8,900,167

セグメント利益又は損失(△) 2,566 △18,121 309,687 294,132 ― 294,132
 

（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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

１株当たり四半期純利益 23円34銭 20円08銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)  296,991 255,594

 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(千円)

 296,991 255,594

 普通株式の期中平均株式数(株)  12,726,814 12,726,807
 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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149期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）中間配当については、2019年11月7日開催の取締役会におい

て、2019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　　　　　　 　　　　　           254,536千円
 
　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　　　　2019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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年２月14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 山　田　昌　紀 ㊞

 

 

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2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年12月31

日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31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2019年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四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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