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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145期

第３四半期
連結累計期間

第146期
第３四半期
連結累計期間

第145期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 8,968,806 9,463,593 11,634,621

経常利益 (千円) 594,268 660,726 616,207

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 425,776 484,834 530,025

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 385,375 793,694 △202,657

純資産額 (千円) 15,965,645 15,613,844 15,377,537

総資産額 (千円) 18,777,087 18,902,598 18,234,141

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 33.45 38.10 41.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 85.2 82.6 84.6
 

 

回次
第145期

第３四半期
連結会計期間

第146期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.88 2.81
 

(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）純利益金額については、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。

なお、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

（テキスタイル事業）

　第１四半期連結会計期間より重要性が増したため、株式会社バーンズファクトリーを連結の範囲に含めておりま

す。
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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。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中に記載した金額には消費税等の金額は含んでおらず、将来に関する事項の記載について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）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善が見られましたが、個人消費の伸び悩みによ

り足踏み状態で推移しました。

　繊維業界におきましては、消費の低迷が続き、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。

　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。

　当社グループの「染色加工事業」「テキスタイル事業」はアウター素材が中心でありますが、インナー素材の生

産・販売にも注力し事業領域の拡大を図るとともに、ベトナム生産での品質向上を図っております。

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高９４億６千３百万円（前年同期比５．５％増）、営業利益５億

１千６百万円（前年同期比１８．８％増）、経常利益６億６千万円（前年同期比１１．２％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益４億８千４百万円（前年同期比１３．９％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　「染色加工事業」は、売上高６４億２千１百万円（前年同期比２．１％増）となりました。内訳は織物がトレン

ドの変化により３０億６千２百万円（前年同期比４．２％減）、ニットがスポーツファッション衣料の取組みによ

り３３億５千８百万円（前年同期比８．６％増）であります。営業利益は、原油価格の下落に伴う燃料費の値下が

り効果により３億９千万円（前年同期比３５．４％増）となりました。

　「テキスタイル事業」は、ベトナム事業やインナー素材の取組み強化により、売上高２６億４千万円（前年同期

比１５．６％増）となりましたが、原材料の値上がり等による原価率の悪化により、営業損失１億９千４百万円

（前年同期は営業損失１億３千８百万円）となりました。

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

２．３％増）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度と比べ６億６千８百万円増加し、１８９億２百万円となり

ました。主な要因は、有価証券が２１億７百万円減少しましたが、投資有価証券が１５億６千５百万円増加、現金

及び預金が５億７千２百万円増加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、前連結会計年度と比べ４億３千２百万円増加し、３２億８千８百万円とな

りました。主な要因は、未払費用が１億８百万円減少しましたが、流動負債その他が５億４千３百万円増加したこ

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、前連結会計年度と比べ２億３千６百万円増加し、１５６億１千３百万円

となりました。主な要因は、利益剰余金が１億５百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が３億７百万

円増加したことであります。

 

（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、７千８百万円であります。

　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。
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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)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29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】

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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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)

平成28年10月１日～
平成28年12月31日

― 13,933 ― 3,124,199 ― 359,224
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(6) 【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。

 

(7) 【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（平成28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】

    平成28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 1,206,800

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,716,800 127,168 ―

単元未満株式 普通株式 10,157 ― 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 ― 127,168 ―
 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28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

1,206,800 ― 1,206,800 8.6

計 ― 1,206,800 ― 1,206,800 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(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,637,479 2,209,998

  受取手形及び売掛金 2,453,265 ※２  2,915,248

  有価証券 2,107,581 ―

  完成品 308,791 310,734

  仕掛品 452,093 381,745

  原材料及び貯蔵品 490,923 523,338

  繰延税金資産 133,506 76,288

  その他 164,468 246,417

  貸倒引当金 △4,450 △5,930

  流動資産合計 7,743,658 6,657,840

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,359,432 1,429,735

   機械装置及び運搬具（純額） 2,453,264 2,646,223

   土地 1,251,456 1,251,456

   リース資産（純額） 72,301 71,214

   建設仮勘定 15,324 5,591

   その他（純額） 84,070 98,763

   有形固定資産合計 5,235,851 5,502,984

  無形固定資産   

   その他 40,469 38,376

   無形固定資産合計 40,469 38,376

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,348,660 5,914,219

   退職給付に係る資産 405,188 391,744

   繰延税金資産 164,736 156,161

   その他 296,567 242,261

   貸倒引当金 △990 △990

   投資その他の資産合計 5,214,162 6,703,396

  固定資産合計 10,490,483 12,244,757

 資産合計 18,234,141 18,902,598
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 592,113 548,105

  短期借入金 63,000 30,996

  リース債務 9,750 11,263

  未払法人税等 155,174 71,331

  未払費用 311,063 202,127

  役員賞与引当金 12,000 10,350

  その他 551,122 1,094,592

  流動負債合計 1,694,224 1,968,766

 固定負債   

  リース債務 64,699 60,896

  退職給付に係る負債 614,757 653,166

  長期預り保証金 311,178 310,065

  繰延税金負債 101,424 225,539

  資産除去債務 63,300 63,300

  その他 7,020 7,020

  固定負債合計 1,162,379 1,319,987

 負債合計 2,856,604 3,288,754

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 1,341,568

  利益剰余金 11,633,605 11,528,271

  自己株式 △1,362,071 △1,362,071

  株主資本合計 14,744,561 14,631,968

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 709,050 1,017,006

  退職給付に係る調整累計額 △36,034 △35,130

  その他の包括利益累計額合計 673,015 981,875

 非支配株主持分 △40,040 ―

 純資産合計 15,377,537 15,613,844

負債純資産合計 18,234,141 18,902,598
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 8,968,806 9,463,593

売上原価 7,766,200 8,097,889

売上総利益 1,202,606 1,365,703

販売費及び一般管理費 768,159 849,663

営業利益 434,447 516,040

営業外収益   

 受取利息 25,922 24,359

 受取配当金 83,210 78,890

 投資事業組合運用益 41,431 18,878

 その他 13,982 29,068

 営業外収益合計 164,547 151,197

営業外費用   

 支払利息 733 625

 手形売却損 1,136 890

 売上割引 1,881 1,264

 支払手数料 964 3,024

 その他 9 707

 営業外費用合計 4,725 6,511

経常利益 594,268 660,726

特別利益   

 固定資産売却益 3,645 689

 補助金収入 38,824 1,406

 出資金売却益 ― 4,050

 特別利益合計 42,469 6,146

特別損失   

 固定資産処分損 5,037 5,673

 特別損失合計 5,037 5,673

税金等調整前四半期純利益 631,701 661,198

法人税等 206,400 176,364

四半期純利益 425,300 484,834

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △476 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 425,776 484,834
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 425,300 484,834

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △14,487 307,955

 退職給付に係る調整額 △25,437 904

 その他の包括利益合計 △39,925 308,859

四半期包括利益 385,375 793,694

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 385,851 793,694

 非支配株主に係る四半期包括利益 △476 ―
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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)

第１四半期連結会計期間より重要性が増したため、株式会社バーンズファクトリーを連結の範囲に含めておりま

す。　

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

   該当事項はありません。

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

　

(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

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

受取手形割引高 169,639千円 176,539千円
 

 

※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

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

受取手形 ―千円 58,623千円
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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 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 652,287千円 769,770千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 254,540 20 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

平成27年11月４日
取締役会

普通株式 254,540 20 平成27年９月30日 平成27年12月１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 平成28年４月１日 至 平成28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

平成28年６月24日
定時株主総会

普通株式 254,538 20 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金

平成28年11月２日
取締役会

普通株式 254,538 20 平成28年９月30日 平成28年12月１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 平成27年４月１日 至 平成27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 6,289,563 2,283,762 395,480 8,968,806 ― 8,968,806

セグメント間の内部
売上高又は振替高

257,368 6,220 20,013 283,602 △283,602 ―

計 6,546,932 2,289,983 415,493 9,252,408 △283,602 8,968,806

セグメント利益又は損失(△) 288,604 △138,664 284,507 434,447 ― 434,447
 

（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28年４月１日 至 平成28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 6,421,448 2,640,573 401,571 9,463,593 ― 9,463,593

セグメント間の内部
売上高又は振替高

324,833 3,875 18,825 347,533 △347,533 ―

計 6,746,281 2,644,448 420,396 9,811,126 △347,533 9,463,593

セグメント利益又は損失(△) 390,665 △194,210 319,586 516,040 ― 516,040
 

（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金額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 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  33円45銭 38円10銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 425,776 484,834

 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
四半期純利益金額(千円)

425,776 484,834

 普通株式の期中平均株式数(株) 12,727,004 12,726,929
 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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146期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当については、平成28年11月２日開催の取締役

会において、平成28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　　　　　　 　　　　　           254,538千円
 
　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　　　平成28年12月１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
 

平成29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  大　谷　浩　二　㊞

 

 

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

の平成28年４月１日から平成29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(平成28年10月１日から平成28

年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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平成28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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