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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安の進行により輸出企業を中心に業績の改善がみられるも

のの、消費税増税後の消費回復の遅れから内需企業は苦戦しており、業績の二極化が進行しています。更なる円安

の進行も懸念され、景気の先行きについて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、新商品の販促キャンペーンを実施するなど、広告宣伝活動を積極的

に行いブランド認知度の向上を図るとともに、企業イメージの向上による売上・市場シェアの拡大を図ってまいり

ました。

 生産面におきましては、原材料価格の高騰や、中国における人件費の上昇、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

制の強化に努めました。

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は3,613百万円（前年同四半期比0.1％減）とほぼ前年

並みとなりましたが、営業利益は、ライセンスブランドの契約解除に伴うメンズカジュアルの売上の減少と円安に

よる製造コストの大幅上昇などにより221百万円（前年同四半期比39.9％減）となりました。経常利益は、営業外

収益にデリバティブ評価益440百万円を計上したことなどにより718百万円（前年同四半期比169.7％増）となり、

四半期純利益は471百万円（前年同四半期比219.4％増）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）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

 当第１四半期連結累計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ682百万円減少し、33,780百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,055百万円減少し、22,385百万円となりました。これは主に、商品及び

製品が1,487百万円増加したことと、現金及び預金が1,523百万円、受取手形及び売掛金が1,022百万円、原材料及

び貯蔵品が219百万円減少したことなどによるものであります。

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ372百万円増加し、11,395百万円となりました。これは主に、投資有価証

券が204百万円、投資その他の資産その他が183百万円増加したことなどによるものであります。

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ525百万円減少し、4,837百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が613百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ88百万円増加し、1,807百万円となりました。

 純資産は、前連結会計年度末に比べ245百万円減少し、27,135百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

388百万円減少したことなどによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間における業績の進捗を踏まえ、平成26年８月７日発表

の、平成27年６月期第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券

の期間について従業員の平均残存勤務期間における年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び

支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が22,968千円増加し、利益剰余金が14,837千

円減少しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。
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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26年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,841,315 6,317,609 

受取手形及び売掛金 5,537,667 4,515,284 

有価証券 8,571 8,571 

商品及び製品 7,254,454 8,741,619 

仕掛品 5,815 9,918 

原材料及び貯蔵品 2,120,469 1,901,300 

繰延税金資産 178,936 162,808 

その他 499,917 729,696 

貸倒引当金 △7,101 △1,766 

流動資産合計 23,440,049 22,385,043 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,034,424 2,003,947 

土地 3,931,881 3,931,881 

その他（純額） 171,724 188,300 

有形固定資産合計 6,138,029 6,124,129 

無形固定資産 30,744 29,015 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,150,888 4,354,889 

その他 751,831 935,320 

貸倒引当金 △48,584 △48,156 

投資その他の資産合計 4,854,134 5,242,053 

固定資産合計 11,022,909 11,395,199 

資産合計 34,462,958 33,780,242 

 

- 4 -

(株)自重堂（3597）　平成27年６月期第１四半期　決算短信



（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成26年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,352,790 3,739,422 

未払金 315,789 390,494 

未払法人税等 295,223 282,621 

返品調整引当金 57,785 54,900 

賞与引当金 156,757 82,122 

その他 184,831 287,684 

流動負債合計 5,363,177 4,837,246 

固定負債 

退職給付に係る負債 561,563 585,006 

繰延税金負債 282,196 351,069 

その他 875,027 871,306 

固定負債合計 1,718,787 1,807,382 

負債合計 7,081,964 6,644,628 

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 23,306,689 22,917,913 

自己株式 △1,904,417 △1,904,703 

株主資本合計 26,212,349 25,823,289 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,183,492 1,326,258 

退職給付に係る調整累計額 △14,848 △13,933 

その他の包括利益累計額合計 1,168,644 1,312,324 

純資産合計 27,380,994 27,135,613 

負債純資産合計 34,462,958 33,780,242 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 3,615,812 3,613,523 

売上原価 2,474,554 2,536,367 

売上総利益 1,141,258 1,077,155 

販売費及び一般管理費 772,126 855,429 

営業利益 369,131 221,725 

営業外収益    

受取利息及び配当金 2,809 3,788 

為替差益 75,515 20,843 

受取賃貸料 15,914 15,887 

業務受託料 2,418 1,950 

デリバティブ評価益 － 440,838 

その他 8,397 23,874 

営業外収益合計 105,055 507,182 

営業外費用    

賃貸収入原価 11,265 10,461 

デリバティブ評価損 195,436 － 

その他 1,122 117 

営業外費用合計 207,824 10,579 

経常利益 266,362 718,329 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 40,380 

特別利益合計 － 40,380 

特別損失    

固定資産除売却損 0 0 

投資有価証券評価損 21,989 － 

特別損失合計 21,989 0 

税金等調整前四半期純利益 244,373 758,709 

法人税、住民税及び事業税 9,442 278,481 

法人税等調整額 87,174 8,247 

法人税等合計 96,616 286,729 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,756 471,979 

四半期純利益 147,756 471,979 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,756 471,979 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 87,640 142,765 

退職給付に係る調整額 － 915 

その他の包括利益合計 87,640 143,680 

四半期包括利益 235,396 615,660 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 235,396 615,660 
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（３）四半期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。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

 前第１四半期連結累計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成26年７月１日 至 平成26年９月30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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