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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 5,870 △0.7 433 △12.6 484 △19.2 429 11.0
24年3月期第2四半期 5,913 9.8 495 34.6 600 222.6 387 487.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 144百万円 （△63.1％） 24年3月期第2四半期 393百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 33.78 ―
24年3月期第2四半期 30.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 17,024 14,250 83.8
24年3月期 17,138 14,359 83.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  14,262百万円 24年3月期  14,359百万円

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

24年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年3月期 ― 20.00
25年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 10,800 0.1 520 18.8 520 △16.4 440 40.3 34.57



(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 

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。  

(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 
本資料に掲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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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3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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 13,933,757 株 24年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,206,370 株 24年3月期 1,206,345 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 12,727,396 株 24年3月期2Q 12,727,498 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 ………………………………………………… 3 

2. サマリー情報（注記事項）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 

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２四半期連結累計期間 …………………………………………………………  6 

   四半期連結包括利益計算書 

    第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………  7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 9 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 9 

(6) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 9 

(7) 重要な後発事象 ……………………………………………………………………… 9 

○添付資料の目次

（株）ソトー（3571）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

－　1　－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に、緩やか

な回復傾向にありますものの、欧州財政問題の長期化に加え中国や新興国の成長鈍化による世界的な景

気低迷や円高等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

繊維業界におきましては、デフレの長期化の影響に加えて、円高による海外からの輸入圧力により、

業界を取り巻く環境は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

ましたが、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高５８億７千万円（前年同期比０．７％

減）、営業利益４億３千３百万円（前年同期比１２．６％減）、経常利益４億８千４百万円（前年同期

比１９．２％減）、四半期純利益４億２千９百万円（前年同期比１１．０％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、秋冬物における織物の生産減や燃料費値上がりの影響等により、売上高４２億

８千２百万円（前年同期比６．８％減）、営業利益２億７千２百万円（前年同期比２４．６％減）とな

りました。品種別売上高は、織物が２２億４千１百万円（前年同期比１０．２％減）、ニットが２０億

４千１百万円（前年同期比２．７％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１３億８百万円（前年同期比２５．８％

増）、営業損失１千４百万円（前年同期は営業損失３千３百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、売上高２億７千９百万円（前年同期比増減なし）、営業利益１億７千５百万

円（前年同期比４．８％増）となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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１

億１千３百万円減少し、１７０億２千４百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度並

みの２７億７千４百万円となりました。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１億９百万円減少し、１４２億５千万円、自己資本比率は８３．８％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額９億６千３百万円があったものの、税金等

調整前四半期純利益４億８千３百万円、減価償却費４億１千６百万円があったこと等により、２億１千

９百万円の増加（前年同期は５億７千４百万円の増加）となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資事業組合からの分配による収入２億７千１百万円があっ

たものの、有形固定資産の取得による支出５億７千７百万円、投資有価証券の取得による支出１億７千

１百万円があったこと等により、５億８百万円の減少（前年同期は３億３千万円の増加）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２億５千４百万円があったこと等により２億

９百万円の減少（前年同期は２億２千万円の減少）となりました。  

 この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度と比べ４億９

千９百万円減少し、３２億３千８百万円となりました。 

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
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通期の連結業績予想につきましては、平成２４年５月９日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

(減価償却方法の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,911,150 1,738,459

受取手形及び売掛金 1,717,631 2,681,269

有価証券 1,901,953 1,591,799

完成品 156,037 218,837

仕掛品 227,737 229,922

原材料及び貯蔵品 313,740 267,182

繰延税金資産 258,171 237,617

その他 143,269 53,046

貸倒引当金 △2,639 △5,839

流動資産合計 6,627,050 7,012,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,677,308 1,589,159

機械装置及び運搬具（純額） 1,018,242 1,157,059

土地 1,149,777 1,149,358

リース資産（純額） 2,197 1,797

建設仮勘定 21,982 1,860

その他（純額） 50,818 70,189

有形固定資産合計 3,920,326 3,969,424

無形固定資産   

のれん 114,285 95,238

その他 17,292 26,201

無形固定資産合計 131,578 121,439

投資その他の資産   

投資有価証券 5,737,877 5,170,276

長期貸付金 550 550

繰延税金資産 157,008 157,515

その他 565,934 595,682

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 6,459,081 5,921,734

固定資産合計 10,510,986 10,012,597

資産合計 17,138,037 17,024,893

（株）ソトー（3571）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 362,517 464,105

短期借入金 － 45,500

リース債務 798 798

未払法人税等 13,687 38,940

未払費用 293,861 317,382

役員賞与引当金 12,000 6,000

その他 595,366 554,152

流動負債合計 1,278,232 1,426,880

固定負債   

リース債務 1,398 998

退職給付引当金 514,557 522,469

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 289,410 134,362

資産除去債務 63,300 63,300

その他 12,506 7,826

固定負債合計 1,499,834 1,347,620

負債合計 2,778,066 2,774,500

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 11,112,474 11,287,855

自己株式 △1,361,621 △1,361,640

株主資本合計 14,223,880 14,399,242

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,933 △137,230

その他の包括利益累計額合計 135,933 △137,230

少数株主持分 157 △11,618

純資産合計 14,359,970 14,250,393

負債純資産合計 17,138,037 17,024,893
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,913,119 5,870,656

売上原価 4,894,776 4,859,271

売上総利益 1,018,343 1,011,385

販売費及び一般管理費 522,663 578,178

営業利益 495,680 433,206

営業外収益   

受取利息 3,036 2,644

受取配当金 79,300 57,054

投資事業組合運用益 － 3,917

負ののれん償却額 69,055 －

その他 4,945 12,165

営業外収益合計 156,337 75,781

営業外費用   

支払利息 － 211

売上割引 30,437 21,656

投資事業組合運用損 19,988 －

その他 1,547 2,228

営業外費用合計 51,973 24,096

経常利益 600,044 484,891

特別利益   

固定資産売却益 － 3,645

特別利益合計 － 3,645

特別損失   

固定資産処分損 24,425 4,708

投資有価証券評価損 164,215 －

特別損失合計 188,640 4,708

税金等調整前四半期純利益 411,403 483,828

法人税等 43,045 65,675

少数株主損益調整前四半期純利益 368,357 418,153

少数株主損失（△） △19,136 △11,775

四半期純利益 387,494 429,928
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 368,357 418,153

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24,940 △273,163

その他の包括利益合計 24,940 △273,163

四半期包括利益 393,298 144,989

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,435 156,765

少数株主に係る四半期包括利益 △19,136 △11,775

（株）ソトー（3571）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

－　7　－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 411,403 483,828

減価償却費 381,059 416,809

のれん及び負ののれん償却額 △50,007 19,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 3,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,903 7,912

受取利息及び受取配当金 △82,336 △59,698

支払利息 － △211

有形固定資産処分損益（△は益） 24,425 1,063

投資事業組合運用損益（△は益） 19,988 △3,917

投資有価証券評価損益（△は益） 164,215 －

売上債権の増減額（△は増加） △328,952 △963,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,278 △18,427

仕入債務の増減額（△は減少） 9,619 101,588

未払費用の増減額（△は減少） 10,027 23,521

未払消費税等の増減額（△は減少） 466 △1,921

その他 58,303 84,416

小計 565,837 87,572

利息及び配当金の受取額 82,336 59,698

利息の支払額 － 211

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △73,703 71,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 574,470 219,227

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） △39,243 △16,371

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 △318,875 △577,961

有形固定資産の売却による収入 564 7,564

投資有価証券の取得による支出 △2,798 △171,860

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,802 1,538

投資事業組合からの分配による収入 146,386 271,266

その他 42,050 △22,993

投資活動によるキャッシュ・フロー 330,885 △508,816

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 45,500

配当金の支払額 △254,797 △254,707

自己株式の取得による支出 △68 △19

少数株主からの払込みによる収入 35,000 －

その他 △399 △399

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,265 △209,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 685,091 △499,215

現金及び現金同等物の期首残高 2,602,940 3,737,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,288,031 3,238,409
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 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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）

 
（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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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）

 
（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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

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

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 4,593,075 1,040,234 279,809 5,913,119 ― 5,913,119

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

110,276 ― 13,896 124,172 △124,172 ―

計 4,703,351 1,040,234 293,705 6,037,291 △124,172 5,913,119

セグメント利益又は損失(△) 361,279 △33,209 167,609 495,680 ― 495,680

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

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 4,282,116 1,308,730 279,809 5,870,656 ― 5,870,656

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

161,665 ― 13,224 174,889 △174,889 ―

計 4,443,782 1,308,730 293,033 6,045,546 △174,889 5,870,656

セグメント利益又は損失(△) 272,273 △14,677 175,610 433,206 ― 433,206

（７）重要な後発事象
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