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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53期

第３四半期連結
累計期間

第54期
第３四半期連結

累計期間
第53期

会計期間
自平成24年７月１日
至平成25年３月31日

自平成25年７月１日
至平成26年３月31日

自平成24年７月１日
至平成25年６月30日

売上高（千円） 12,211,936 12,519,018 17,589,017

経常利益（千円） 2,678,607 2,019,652 3,584,058

四半期（当期）純利益（千円） 1,702,520 1,258,380 2,274,454

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
2,155,904 1,494,853 2,857,997

純資産額（千円） 25,304,624 26,961,195 26,006,268

総資産額（千円） 30,827,160 33,778,885 32,996,689

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
110.52 81.69 147.64

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（％） 82.1 79.8 78.8

　

回次
第53期

第３四半期連結
会計期間

第54期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
36.41 7.81

　（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．売上高には消費税及び地方消費税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、潜在株式が存在し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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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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、新たな事業等のリスクの発生、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。 

  

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】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

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、政府の積極的な財政政策などにより、円安・株高が進行し、輸

出企業を中心に企業業績は大きく改善いたしました。また、2020年のオリンピック・パラリンピックが東京で開催さ

れることが決定し、今後、インフラ整備に伴う公共事業の増加が期待されるなど、明るい話題も出てきています。た

だ、2014年４月に実施された消費税増税の影響による景気悪化も懸念され、先行きは不透明な状況が続いています。

　このような状況のもと当社グループにおきましては、販売機会ロスを低減するために積み増しした豊富な在庫を武

器に積極的な営業活動を展開するとともに、顧客のニーズを捉えた新商品の開発と市場への投入を積極的に推進し、

売上の拡大に努めてまいりました。また、引き続き、広告宣伝活動を積極的に行い、ＴＶコマーシャルをはじめ、新

聞広告、雑誌広告、交通広告、店頭販促、ＷＥＢプロモーションなどクロスメディア展開により、大々的にプロモー

ションを実施し、企業イメージの向上、ブランド認知度の向上による、売上・市場シェアの拡大を図ってまいりまし

た。なお、広告宣伝活動の一環として、今年2014年に創業90周年を迎えることを記念して、次世代戦略ブランド

「Jawin（ジャウィン）」のイメージキャラクターに、元プロ野球選手、メジャーリーガーの新庄剛志氏を起用いた

しました。販売代理店からの評価も高く、今後、一層のブランド認知度の向上と売上の拡大につなげてまいります。

　生産面におきましては、円安の進行などに伴うコストアップに対応するため、生産体制の見直しを進め、新規協力

工場の開拓を強化するなど、製造コストの低減と品質管理体制の強化に努めてまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は12,519百万円（前年同四半期比2.5％増）、営業利益

は1,494百万円（前年同四半期比2.0％減）、経常利益は2,019百万円（前年同四半期比24.6％減）、四半期純利益は

1,258百万円（前年同四半期比26.1％減）となりました。

　なお、当社グループは単一セグメントに該当するため、セグメント情報は記載しておりません。

　

(2）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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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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 36,721,000

計 36,721,000

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26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５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 17,653,506 同左
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株　

計 17,653,506 同左 － －

（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

（株）

発行済株式総
数残高（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26年１月１日～

平成26年３月31日　
－ 17,653,506 － 2,982,499 － 1,827,189

（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。
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（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25年12月31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25年12月31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） 普通株式　　2,249,000 － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式　 15,214,000 15,213 　－

単元未満株式 普通株式 　　 190,506 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 17,653,506 － －

総株主の議決権 － 15,213 －

　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の株式数の欄は、全て当社所有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれておりま

すが、当該株式に係る議決権１個については、議決権の数の欄からは除いております。

②【自己株式等】

 平成25年12月31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）

　 株式会社自重堂

　広島県福山市新市町

　大字戸手16-2
2,249,000 － 2,249,000 12.7

計 － 2,249,000 － 2,249,000 12.7

　

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26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年７月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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25年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,216,419 8,085,156

受取手形及び売掛金
※ 5,732,360 4,396,677

有価証券 11,636 10,456

商品及び製品 8,228,384 7,080,733

仕掛品 15,664 22,171

原材料及び貯蔵品 819,228 2,593,934

繰延税金資産 212,474 107,673

その他 521,981 594,203

貸倒引当金 △29,904 △5,719

流動資産合計 22,728,246 22,885,287

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,147,987 2,067,603

土地 3,931,881 3,931,881

その他（純額） 161,521 176,049

有形固定資産合計 6,241,389 6,175,534

無形固定資産 31,066 30,636

投資その他の資産

投資有価証券 3,505,907 3,933,409

その他 552,982 814,388

貸倒引当金 △62,904 △60,370

投資その他の資産合計 3,995,986 4,687,427

固定資産合計 10,268,442 10,893,598

資産合計 32,996,689 33,778,885
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,700,210 4,441,654

未払金 256,272 327,156

未払法人税等 796,922 52,018

返品調整引当金 61,355 46,206

賞与引当金 154,946 89,610

その他 405,072 201,081

流動負債合計 5,374,779 5,157,727

固定負債

退職給付引当金 484,225 531,784

繰延税金負債 103,550 212,774

その他 1,027,864 915,404

固定負債合計 1,615,640 1,659,962

負債合計 6,990,420 6,817,690

純資産の部

株主資本

資本金 2,982,499 2,982,499

資本剰余金 1,827,578 1,827,578

利益剰余金 22,300,356 23,019,590

自己株式 △1,903,027 △1,903,807

株主資本合計 25,207,407 25,925,861

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 798,860 1,035,333

その他の包括利益累計額合計 798,860 1,035,333

純資産合計 26,006,268 26,961,195

負債純資産合計 32,996,689 33,778,885
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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24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 12,211,936 12,519,018

売上原価 8,164,388 8,639,435

売上総利益 4,047,548 3,879,583

販売費及び一般管理費 2,522,232 2,384,954

営業利益 1,525,315 1,494,628

営業外収益

受取利息及び配当金 38,456 41,361

為替差益 － 210,823

受取賃貸料 45,716 47,101

業務受託料 3,971 4,824

デリバティブ評価益 1,099,485 189,344

その他 111,401 66,533

営業外収益合計 1,299,030 559,988

営業外費用

賃貸収入原価 32,546 33,748

為替差損 102,833 －

有価証券売却損 10,340 －

その他 17 1,216

営業外費用合計 145,738 34,965

経常利益 2,678,607 2,019,652

特別利益

固定資産売却益 － 5

投資有価証券売却益 67,940 31,220

特別利益合計 67,940 31,225

特別損失

固定資産除売却損 1,681 12

投資有価証券評価損 1,786 18,629

特別損失合計 3,467 18,642

税金等調整前四半期純利益 2,743,079 2,032,234

法人税、住民税及び事業税 992,823 688,895

法人税等調整額 47,735 84,958

法人税等合計 1,040,559 773,854

少数株主損益調整前四半期純利益 1,702,520 1,258,380

四半期純利益 1,702,520 1,258,380
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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24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,702,520 1,258,380

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 453,384 236,472

その他の包括利益合計 453,384 236,472

四半期包括利益 2,155,904 1,494,853

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,155,904 1,494,853
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　※　連結会計年度末日満期手形

　　　連結会計年度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、前

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末日残

高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年３月31日）

受取手形 166,979千円 －千円

（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（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24年７月１日
至　平成25年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年７月１日
至　平成26年３月31日）

減価償却費 123,300千円 115,845千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３月31日）

　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24年９月27日

定時株主総会
普通株式 539,223 35 平成24年６月30日 平成24年９月28日 利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年７月１日　至　平成26年３月31日）

　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25年９月26日

定時株主総会
普通株式 539,147 35 平成25年６月30日 平成25年９月27日 利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年７月１日　至　平成26年３月31日）

　当社グループは、衣料品製造販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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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。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成25年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年７月１日
至　平成26年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 110円52銭 81円69銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,702,520 1,258,380

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,702,520 1,258,380

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,405 15,403

（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】

 該当事項はありません。　
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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26年５月13日

株式会社自重堂

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　良智　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中原　晃生　　印

　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自重

堂の平成２５年７月１日から平成２６年６月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２６年１月１日

から平成２６年３月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年７月１日から平成２６年３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、株式会社自重堂及び連結子会社の平成２６年３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。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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