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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 8,485 4.9 473 △5.9 627 63.8 316 36.6
23年3月期第3四半期 8,089 41.3 503 649.7 382 ― 232 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 41百万円 （△54.8％） 23年3月期第3四半期 91百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 24.90 ―
23年3月期第3四半期 18.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 17,157 14,425 84.0
23年3月期 17,835 14,858 83.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,417百万円 23年3月期  14,858百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
24年3月期 ― 20.00 ―
24年3月期（予想） 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 10,700 1.6 450 △10.3 600 △0.3 340 △0.9 26.71



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 13,933,757 株 23年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,206,325 株 23年3月期 1,206,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,727,476 株 23年3月期3Q 12,727,970 株



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

2. サマリー情報（その他）に関する事項 ……………………………………………… 3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

(4) 追加情報 ……………………………………………………………………………… 3 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4  

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(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 ………………………… 6 

  四半期連結損益計算書 

   第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………… 6 

  四半期連結包括利益計算書 

   第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………… 7 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(4) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

(6) 重要な後発事象 ……………………………………………………………………… 8 

○添付資料の目次

（株）ソトー（3571）　平成24年3月期　第3四半期決算短信

－　1　－



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しつつありますも

のの、欧州の財政不安による世界的な景気の低迷や円高の長期化等により、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

このような情勢のなかで、当社グループのコア事業である染色加工事業において、円高の影響で海外

からの輸入圧力が強まり生産数量の落ち込みが懸念されるため、子会社を含めた４工場体制から３工場

体制に組織を再編して、一層の合理化に取り組んでまいります。                

また、染色加工技術で培った「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・持続的成長を実現してまいります。                     

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高８４億８千５百万円（前年同期比４．９％増）、営

業利益４億７千３百万円（前年同期比５．９％減）、経常利益６億２千７百万円（前年同期比６３．

８％増）、四半期純利益３億１千６百万円（前年同期比３６．６％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、第２四半期連結累計期間までは、前期譲受けた事業が寄与したことやウール素

材がファッショントレンドとして評価され増収増益でしたが、第３四半期連結会計期間に入り、円高の

影響が表面化したことや春夏物の受注減、燃料費の高騰等により、売上高６５億１千５百万円（前年同

期比３．０％増）、営業利益２億８千１百万円（前年同期比１１．１％減）となりました。 

品種別売上高は、織物が３５億４千６百万円（前年同期比６．７％増）、ニットが２９億６千９百万

円（前年同期比１．１％減）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１５億４千９百万円（前年同期比１４．

９％増）となりましたが、中長期的な戦略としてのグローバル展開にかかわる経費が増加したことによ

り、営業損失３千９百万円（前年同期は営業損失３千９百万円）となりました。 

「不動産賃貸事業」は、売上高４億１千９百万円（前年同期比０．５％増）、営業利益２億３千１百

万円（前年同期比２．４％増）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間の総資産は、主に投資有価証券の減少等により、前連結会計年度と比べ６

億７千８百万円減少し、１７１億５千７百万円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債

の減少等により前連結会計年度と比べ２億４千５百万円減少し２７億３千１百万円となりました。純資

産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少等により４億３千２百万円減少し、１４４億２千

５百万円、自己資本比率は８４．０％となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月10日に公表いたしました通期の業績予想に変更は

ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を

改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するため

に必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以

後に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用される法定実効税率を変更しております。 

この結果、繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）は２３百万円減少し、その他有価証券評価

差額金は１５百万円増加し、当第３四半期連結累計期間に計上する法人税等は３８百万円増加しており

ます。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,380,392 1,203,036

受取手形及び売掛金 1,696,739 2,127,794

有価証券 1,749,935 1,901,599

完成品 115,247 175,218

仕掛品 232,953 215,298

原材料及び貯蔵品 302,669 314,023

繰延税金資産 5,479 287

その他 154,998 127,781

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,635,914 6,062,540

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,795,981 1,687,658

機械装置及び運搬具（純額） 1,076,847 1,075,101

土地 1,149,777 1,149,777

リース資産（純額） 6,094 2,396

建設仮勘定 23,946 22,984

その他（純額） 67,415 59,151

有形固定資産合計 4,120,063 3,997,070

無形固定資産

のれん 152,380 123,809

その他 14,484 14,727

無形固定資産合計 166,865 138,536

投資その他の資産

投資有価証券 6,922,079 5,977,001

長期貸付金 1,074 1,074

繰延税金資産 393,392 411,344

その他 598,105 571,914

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 7,912,362 6,959,044

固定資産合計 12,199,291 11,094,651

資産合計 17,835,205 17,157,192
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 399,757 419,350

リース債務 798 798

未払法人税等 64,533 17,846

未払費用 387,383 258,029

役員賞与引当金 14,000 10,500

その他 546,097 696,551

流動負債合計 1,412,570 1,403,077

固定負債

リース債務 2,197 1,597

退職給付引当金 498,092 522,097

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 231,535 75,848

負ののれん 138,110 34,527

資産除去債務 63,300 63,300

その他 12,506 12,506

固定負債合計 1,564,404 1,328,540

負債合計 2,976,975 2,731,617

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 11,308,054 11,115,908

自己株式 △1,361,508 △1,361,605

株主資本合計 14,419,573 14,227,330

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 438,656 190,188

その他の包括利益累計額合計 438,656 190,188

少数株主持分 － 8,055

純資産合計 14,858,230 14,425,574

負債純資産合計 17,835,205 17,157,192
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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 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 8,089,919 8,485,077

売上原価 6,900,963 7,222,605

売上総利益 1,188,956 1,262,472

販売費及び一般管理費 685,492 788,855

営業利益 503,464 473,616

営業外収益

受取利息 13,497 4,405

受取配当金 133,666 117,939

負ののれん償却額 103,583 103,583

その他 14,306 8,766

営業外収益合計 265,053 234,695

営業外費用

売上割引 42,571 42,789

投資事業組合運用損 340,744 36,145

その他 2,221 1,903

営業外費用合計 385,537 80,839

経常利益 382,979 627,473

特別利益

固定資産売却益 6,717 －

投資有価証券売却益 7,014 －

特別利益合計 13,731 －

特別損失

固定資産処分損 27,326 35,456

投資有価証券評価損 106,619 191,805

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 63,300 －

特別損失合計 197,246 227,261

税金等調整前四半期純利益 199,463 400,211

法人税等 △32,595 110,201

少数株主損益調整前四半期純利益 232,059 290,009

少数株主損失（△） － △26,944

四半期純利益 232,059 316,953
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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 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 232,059 290,009

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △140,193 △248,468

その他の包括利益合計 △140,193 △248,468

四半期包括利益 91,866 41,540

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 91,866 68,485

少数株主に係る四半期包括利益 － △26,944
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 

 
（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  平成23年４月１日  至  平成23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 

 
（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
(千円) 
（注）

四半期連結損
益計算書計上
額(千円)

染色加工事
業 

（千円）

テキスタイ
ル事業 
（千円）

不動産賃貸
事業 

（千円）

合計
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,323,963 1,348,159 417,796 8,089,919 ― 8,089,919

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

124,362 6,790 20,925 152,077 △152,077 ―

計 6,448,325 1,354,949 438,721 8,241,997 △152,077 8,089,919

セグメント利益又は損失（△） 316,981 △39,873 226,354 503,464 ― 503,464

報告セグメント
調整額 
(千円) 
（注）

四半期連結損
益計算書計上
額(千円)

染色加工事
業 

（千円）

テキスタイ
ル事業 
（千円）

不動産賃貸
事業 

（千円）

合計
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,515,801 1,549,561 419,714 8,485,077 ― 8,485,077

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

157,314 325 20,844 178,484 △178,484 ―

計 6,673,116 1,549,887 440,558 8,663,562 △178,484 8,485,077

セグメント利益又は損失（△） 281,729 △39,999 231,886 473,616 ― 473,616

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

（株）ソトー（3571）　平成24年3月期　第3四半期決算短信

－　8　－


	サマリー.pdf
	本文のみ



