
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ソトー 上場取引所 東 名 
コード番号 3571 URL http://www.sotoh.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 高岡 幸郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理担当 （氏名） 中島 紀男 TEL 0586-45-1121
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,761 △13.9 △47 ― △161 ― △106 ―
21年3月期第1四半期 2,046 ― 25 ― 194 ― 137 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △8.16 ―
21年3月期第1四半期 9.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 19,231 16,042 83.4 1,228.56
21年3月期 19,202 16,121 84.0 1,227.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,042百万円 21年3月期  16,121百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 27.00 ― 17.00 44.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
22.00 ― 22.00 44.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,700 △11.6 △50 ― △370 ― △320 ― △24.51

通期 7,000 △9.8 △160 ― △740 ― △620 ― △47.48
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、
平成21年8月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 
 なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、
業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 13,933,757株 21年3月期  13,933,757株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  876,054株 21年3月期  805,499株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 13,099,840株 21年3月期第1四半期 13,897,003株
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当第１四半期の経営成績は、売上高１７億６千１百万円（前年同期比１３．９％減）となりました。利

益面では、営業損失４千７百万円（前年同期は営業利益２千５百万円）となり、営業外収支において投資

事業組合運用損が２億４千２百万円発生したこと等に伴い、経常損失１億６千１百万円（前年同期は経常

利益１億９千４百万円）、四半期純損失１億６百万円（前年同期は四半期純利益１億３千７百万円）とな

りました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 「染色、整理加工事業」は消費者の節約志向による衣料販売の大幅な落ち込みに伴う得意先からの発注

手控え等の影響を受けた結果、売上高１５億７千１百万円（前年同期比１６．３％減）、営業損失１億３

千９百万円（前年同期は営業損失５千１百万円）となりました。 

 「テキスタイル事業」は、売上高２千２百万円、営業損失１千９百万円（前年同期は営業損失２千８百

万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、前年同期並みの売上高１億６千７百万円、営業利益１億１千１百万円となりま

した。 

  

当第１四半期の総資産は前連結会計年度末と比べ２千８百万円増加し、１９２億３千１百万円、純資産

は７千９百万円減少し１６０億４千２百万円、自己資本比率は８３．４％となりました。 

 なお、当第１四半期のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が１億６千４百万円となりました

が、減価償却費が１億９千万円あったこと等により、７千万円の増加（前年同期は１億１千８百万円の増

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が１億５千１百万円ありました

ものの、有価証券の売却及び償還による収入５億円があったこと等により、２億７千１百万円の増加（前

年同期は１２億３千８百万円の減少）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２億２千４百万円及び自己株式の取得による支

出７千１百万円があったこと等により２億９千６百万円の減少（前年同期は４億２千９百万円の減少）と

なりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ４千５百万円増加し、１２

億３千２百万円となりました。 
  

平成２１年５月１５日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しており

ます。なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 
  

  

該当事項はありません。 

１．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

該当事項はありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,211,172 978,834

受取手形及び売掛金 943,718 753,136

有価証券 613,861 880,275

完成品 15,970 29,382

仕掛品 132,095 109,793

原材料及び貯蔵品 140,402 120,357

繰延税金資産 171,700 181,275

その他 313,016 237,172

貸倒引当金 △1,900 △1,900

流動資産合計 3,540,038 3,288,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,112,112 2,174,932

機械装置及び運搬具（純額） 1,322,232 1,293,950

土地 968,544 968,544

リース資産（純額） 4,394 4,594

建設仮勘定 － 12,220

その他（純額） 97,414 104,006

有形固定資産合計 4,504,698 4,558,248

無形固定資産 8,061 8,061

投資その他の資産   

投資有価証券 10,140,946 10,296,622

長期貸付金 2,467 2,467

繰延税金資産 449,569 476,393

その他 593,802 581,229

貸倒引当金 △8,539 △8,539

投資その他の資産合計 11,178,245 11,348,172

固定資産合計 15,691,006 15,914,483

資産合計 19,231,044 19,202,812
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 225,630 190,987

リース債務 798 798

未払法人税等 7,138 10,562

繰延税金負債 1,546 1,621

未払費用 304,720 221,034

工場閉鎖損失引当金 171,764 171,764

その他 655,799 694,659

流動負債合計 1,367,398 1,291,429

固定負債   

リース債務 3,595 3,795

退職給付引当金 554,105 580,451

長期預り保証金 777,496 777,496

繰延税金負債 92,810 －

負ののれん 380,902 415,795

その他 12,506 12,506

固定負債合計 1,821,415 1,790,044

負債合計 3,188,814 3,081,474

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 12,054,827 12,384,883

自己株式 △980,900 △909,410

株主資本合計 15,546,954 15,948,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 495,274 172,835

評価・換算差額等合計 495,274 172,835

純資産合計 16,042,229 16,121,337

負債純資産合計 19,231,044 19,202,812
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,046,193 1,761,583

売上原価 1,842,349 1,663,873

売上総利益 203,843 97,710

販売費及び一般管理費 178,721 144,910

営業利益又は営業損失（△） 25,122 △47,199

営業外収益   

受取利息 24,043 10,922

受取配当金 151,159 88,459

負ののれん償却額 34,987 34,893

その他 14,550 5,879

営業外収益合計 224,740 140,155

営業外費用   

支払利息 7,180 1,490

売上割引 7,950 8,940

投資事業組合運用損 36,038 242,178

その他 3,795 1,460

営業外費用合計 54,965 254,068

経常利益又は経常損失（△） 194,898 △161,113

特別損失   

固定資産処分損 3,504 3,856

特別損失合計 3,504 3,856

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

191,393 △164,969

法人税等 54,322 △58,093

四半期純利益又は四半期純損失（△） 137,070 △106,876
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

191,393 △164,969

減価償却費 171,106 190,580

負ののれん償却額 △34,987 △34,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,331 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,634 △26,345

受取利息及び受取配当金 △175,202 △99,382

支払利息 7,180 1,490

有形固定資産処分損益（△は益） 3,504 3,856

投資事業組合運用損益（△は益） 36,038 242,178

売上債権の増減額（△は増加） △196,026 △190,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,342 △28,934

仕入債務の増減額（△は減少） 5,132 34,642

未払費用の増減額（△は減少） 134,303 83,686

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,471 22,368

その他 △2,955 △57,368

小計 112,314 △23,674

利息及び配当金の受取額 175,202 99,382

利息の支払額 △7,180 △1,490

法人税等の支払額 △162,112 △4,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,223 70,024

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） △97,812 78,924

有価証券の売却及び償還による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △281,667 △151,594

有形固定資産の売却による収入 736 120

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,860 1,597

預り保証金の返還による支出 △863,533 △89,659

その他 2,305 △67,401

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,238,109 271,984

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △377,626 △224,520

自己株式の取得による支出 △52,007 △71,492

その他 － △197

財務活動によるキャッシュ・フロー △429,634 △296,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,549,519 45,797

現金及び現金同等物の期首残高 3,534,858 1,186,411

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19,016 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,004,355 1,232,209
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該当事項はありません。 
  

 
(注) １ 事業区分は、産業分類を勘案して区分しております。  

２ 各事業の内容は次のとおりであります。 

染色、整理加工事業……繊維製品の染色、整理加工 

テキスタイル事業………繊維製品の製造、販売 

不動産賃貸事業…………量販店に対する店舗の賃貸等 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、「染色、整理加工事

業」については、営業損失が11,588千円増加しております。 

 
(注) １ 事業区分は、産業分類を勘案して区分しております。  

２ 各事業の内容は次のとおりであります。 

染色、整理加工事業……繊維製品の染色、整理加工 

テキスタイル事業………繊維製品の製造、販売 

不動産賃貸事業…………量販店に対する店舗の賃貸等 

  
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  
本邦以外の国又は地域における売上がないため、該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

染色、整理加
工事業 
(千円)

テキスタイル
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,877,344 5,981 162,867 2,046,193 ― 2,046,193

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,114 ― ― 1,114 (1,114) ―

計 1,878,458 5,981 162,867 2,047,307 (1,114) 2,046,193

営業利益又は営業損失（△) △51,359 △28,277 104,760 25,122 ― 25,122

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

染色、整理加
工事業 
(千円)

テキスタイル
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,571,517 22,105 167,960 1,761,583 ― 1,761,583

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,385 699 ― 3,085 (3,085) ―

計 1,573,903 22,805 167,960 1,764,669 (3,085) 1,761,583

営業利益又は営業損失（△) △139,790 △19,189 111,779 △47,199 ― △47,199

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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