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(百万円未満切捨て)
１．2021年２月期の連結業績（2020年３月１日～2021年２月28日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期 7,531 △9.7 251 △60.3 557 △13.7 378 △13.2

2020年２月期 8,344 1.9 633 2.0 645 2.2 436 4.4
(注) 包括利益 2021年２月期 378百万円( △13.2％) 2020年２月期 436百万円( 4.4％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年２月期 48.12 － 12.0 12.9 3.3

2020年２月期 54.97 － 13.8 15.2 7.6
(参考) 持分法投資損益 2021年２月期 －百万円 2020年２月期 －万円

（２）連結財政状態

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

2021年２月期 4,283 3,231 75.2 409.71

2020年２月期 4,327 3,088 71.4 392.59
(参考) 自己資本 2021年２月期 3,223百万円 2020年２月期 3,088百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年２月期 369 △13 △242 2,292

2020年２月期 909 △21 △573 2,178

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年２月期 － 15.00 － 15.00 30.00 236 54.6 7.6

2021年２月期 － 16.00 － 16.00 32.00 251 66.5 8.0
2022年２月期
(予想)

－ 16.00 － 17.00 33.00 69.1
　

(注) 2022年２月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当金 16.00円 40周年記念配当金 1.00円

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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(累計) 3,950 8.4 226 58.1 246 △4.4 154 1.1 19.57

通 期 8,100 7.5 580 130.4 600 7.6 376 △0.7 47.79

　　



※ 注記事項

（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

　 新規 －社 (社名)－ 、除外 －社 (社名)－

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年２月期 8,167,498株 2020年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 2021年２月期 300,215株 2020年２月期 300,215株

③ 期中平均株式数 2021年２月期 7,867,283株 2020年２月期 7,934,369株

　
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)
上記の2022年２月期業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご了承ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から景気が停滞し、その後、政府によ

る景気支援策の効果や海外経済の改善もあって一部で持ち直しが見られたものの、2021年１月には緊急事態宣言が、

再度発出されるなど、感染症の収束時期の目途が未だ見えず、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス産業においては、この環境下における課題を乗り切るための生産性向上や変

革に向けた戦略的ICT投資など、一部のセグメントにおける需要の増加がみられたものの、経済産業省「特定サービ

ス産業動態統計」によると、8月から12月の月別売上高が前年同月比で減少するなど、企業収益悪化の懸念からの投

資抑制などもあり、厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、主要顧客からの大幅な業務縮小があり、その対応として、

新規顧客の開拓や、堅調である既存顧客へのさらなる受注拡大に向けた営業活動に注力してまいりましたが、すべ

てを補うまでには至りませんでした。

また、社内の勤務体制としては、４月の緊急事態宣言以降、感染防止対策の一環として、自社勤務者に対して、

全体出社率を30%に抑えるなどの方針を徹底したことにより、社員の安全が確保され、業績への影響も最小限にとど

めることが出来ました。なお、本対策による一時的な投資もありましたが、継続的なコスト削減策も功を奏し、利

益については、修正予算を上回ることが出来ました。

以上により、当社グループの売上高は7,531百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は251百万円（同60.3％

減）、経常利益は557百万円（同13.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は378百万円（同13.2％減）となり

ました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における資産合計額は4,283百万円（前連結会計年度末比44百万円減）、負債合計額は1,052百

万円（同186百万円減）、純資産合計額は3,231百万円（同142百万円増）となりました。

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産の残高は3,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ０百万円増加となりま

した。これは主に、現金及び預金1,992百万円（前連結会計年度末比113百万円増）、受取手形及び売掛金844百万円

（同165百万円減）によるものであります。

（固定資産）

当連結会計年度末における固定資産の残高は798百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少となりまし

た。これは、有形固定資産525百万円（前連結会計年度末比３百万円減）、無形固定資産９百万円（同８百万円

減）、投資その他の資産263百万円（同33百万円減）によるものであります。

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債の残高は888百万円となり、前連結会計年度末に比べ137百万円減少となりま

した。これは主に、未払金235百万円（前連結会計年度末比51百万円減）、未払法人税等59百万円（同108百万円

減）によるものであります。

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債の残高は163百万円となり、前連結会計年度末に比べ49百万円減少となりまし

た。これは主に、役員退職慰労引当金55百万円（前連結会計年度末比47百万円減）によるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産の残高は3,231百万円となり、前連結会計年度末に比べ142百万円増加となりま

した。これは主に、利益剰余金3,231百万円（前連結会計年度末比134百万円増）、新株予約権7百万円（前連結会計

年度末比7百万円増）によるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ113百万円増

加し2,292百万円となりました。

当連結会計年度末における各キャッシュ・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）

営業活動の結果得られた資金は、369百万円（前連結会計年度に得られた資金は909百万円）となりました。これ

は主に、税金等調整前当期純利益557百万円の計上などの資金増加要因が、法人税等の支払額260百万円などの資金

減少要因を上回ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、13百万円（前連結会計年度に使用した資金は21百万円）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出7百万円、無形固定資産の取得による6百万円支出などによるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、242百万円（前連結会計年度に使用した資金は573百万円）となりました。これ

は、配当金の支払額242百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

われわれIT業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期や、経済活動、社会活動の回復速度を見

通すことが困難な状況でありますが、同時に、ITによる現状の打破を目的とする投資への期待も存在いたします。

当社グループにつきましては、AIや自動運転分野など積極的な研究開発投資が行われている新規技術分野におけ

る取引の拡大に引き続き努めてまいります。また、前期は、より積極的に、新規取引先の開拓を行ってまいりまし

たが、今後は、これらの新規取引先を優良取引先とすべく、信頼を構築することに注力し、それぞれの取引先との

規模の拡大を目指してまいります。

2022年２月期の通期の業績予想は、売上高8,100百万円、営業利益580百万円、経常利益600百万円、親会社株主に

帰属する当期純利益376百万円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準を採用しておりま

す。

なお、IFRS（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の情勢を考慮して適切に対応していく方針であり

ます。

　



ソーバル株式会社(2186) 2021年２月期 決算短信

4

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,878,908 1,992,163

受取手形及び売掛金 1,010,031 844,305

仕掛品 221,932 272,981

原材料 10,671 12,915

預け金 300,000 300,000

その他 69,487 68,328

貸倒引当金 △6,064 △5,070

流動資産合計 3,484,965 3,485,622

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 373,374 376,082

減価償却累計額 △263,780 △271,240

建物及び構築物（純額） 109,593 104,841

車両運搬具及び工具器具備品 56,472 62,070

減価償却累計額 △47,355 △51,386

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 9,116 10,683

土地 410,407 410,407

有形固定資産合計 529,118 525,932

無形固定資産

のれん 6,280 －

その他 10,835 9,074

無形固定資産合計 17,115 9,074

投資その他の資産

繰延税金資産 141,614 109,093

その他 154,925 153,911

投資その他の資産合計 296,539 263,004

固定資産合計 842,773 798,012

資産合計 4,327,739 4,283,635
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,302 12,038

未払金 287,450 235,981

未払法人税等 167,756 59,231

未払消費税等 162,524 132,913

賞与引当金 236,268 238,799

受注損失引当金 238 7,512

その他 163,152 201,924

流動負債合計 1,025,692 888,403

固定負債

役員退職慰労引当金 103,426 55,791

繰延税金負債 26,451 26,703

その他 83,524 81,494

固定負債合計 213,401 163,989

負債合計 1,239,094 1,052,392

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 3,096,943 3,231,621

自己株式 △341,828 △341,828

株主資本合計 3,088,645 3,223,322

新株予約権 － 7,919

純資産合計 3,088,645 3,231,242

負債純資産合計 4,327,739 4,283,635
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 8,344,072 7,531,832

売上原価 6,743,256 6,354,816

売上総利益 1,600,815 1,177,015

販売費及び一般管理費 967,083 925,273

営業利益 633,732 251,741

営業外収益

受取利息 24 20

保険配当金 11,394 10,970

雇用調整助成金 － 263,059

その他 3,268 32,794

営業外収益合計 14,687 306,844

営業外費用

支払利息 204 126

固定資産除却損 191 989

自己株式取得費用 2,131 －

その他 176 66

営業外費用合計 2,703 1,182

経常利益 645,715 557,403

特別利益

受取保険金 8,652 －

特別利益合計 8,652 －

特別損失

災害による損失 6,550 －

特別損失合計 6,550 －

税金等調整前当期純利益 647,818 557,403

法人税、住民税及び事業税 250,014 146,065

法人税等調整額 △38,379 32,773

法人税等合計 211,635 178,839

当期純利益 436,182 378,563

親会社株主に帰属する当期純利益 436,182 378,563
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

当期純利益 436,182 378,563

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

包括利益 436,182 378,563

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 436,182 378,563

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 214,265 119,265 2,893,112 △157 3,226,485 － 3,226,485

当期変動額

剰余金の配当 △232,351 △232,351 △232,351

親会社株主に帰属す

る当期純利益
436,182 436,182 436,182

自己株式の取得 △341,671 △341,671 △341,671

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ －

当期変動額合計 － － 203,831 △341,671 △137,840 － △137,840

当期末残高 214,265 119,265 3,096,943 △341,828 3,088,645 － 3,088,645

当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 214,265 119,265 3,096,943 △341,828 3,088,645 － 3,088,645

当期変動額

剰余金の配当 △243,885 △243,885 △243,885

親会社株主に帰属す

る当期純利益
378,563 378,563 378,563

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

7,919 7,919

当期変動額合計 － － 134,677 － 134,677 7,919 142,597

当期末残高 214,265 119,265 3,231,621 △341,828 3,223,322 7,919 3,231,242
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 647,818 557,403

減価償却費 14,975 15,583

のれん償却額 25,121 6,280

貸倒引当金の増減額（△は減少） △829 △994

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,596 2,531

受注損失引当金の増減額（△は減少） 23 7,274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30,600 △47,635

受取利息 △24 △20

支払利息 204 126

固定資産除却損 191 989

受取保険金 △8,652 －

雇用調整助成金 － △263,059

災害損失 6,550 －

売上債権の増減額（△は増加） 140,031 165,726

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,113 △53,293

仕入債務の増減額（△は減少） △18,533 3,736

未払金の増減額（△は減少） 113,981 △49,712

未払消費税等の増減額（△は減少） 75,802 △29,610

その他 24,094 51,262

小計 1,101,065 366,589

利息の受取額 24 20

利息の支払額 △204 △126

雇用調整助成金の受取額 － 263,059

保険金の受取額 8,612 40

法人税等の支払額 △199,610 △260,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 909,887 369,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,970 △7,167

無形固定資産の取得による支出 △458 △6,215

差入保証金の差入による支出 △16,900 △408

差入保証金の回収による収入 230 416

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,098 △13,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 600,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △300,000

自己株式の取得による支出 △341,671 －

配当金の支払額 △231,592 △242,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △573,264 △242,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 315,524 113,254

現金及び現金同等物の期首残高 1,863,383 2,178,908

現金及び現金同等物の期末残高 2,178,908 2,292,163
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり純資産額 392.59円 409.71円

１株当たり当期純利益金額 54.97円 48.12円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は潜在株式が存在しないため

記載しておりません。当連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．算定上の基礎

①１株当たり当期純利益金額
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 436,182 378,563

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当期純利益
(千円)

436,182 378,563

普通株式の期中平均株式数(株) 7,934,369 7,867,283

② １株当たり純資産額
前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

純資産の部の合計額(千円) 3,088,645 3,231,242

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － 7,919

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,088,645 3,223,322

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

7,867,283 7,867,283

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　


