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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25年3月31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6月期第3四半期 12,211 △5.2 1,525 △17.0 2,678 15.1 1,702 37.2
24年6月期第3四半期 12,885 12.0 1,837 106.0 2,327 232.1 1,240 265.7

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 2,155百万円 （47.1％） 24年6月期第3四半期 1,465百万円 （122.6％）

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6月期第3四半期 110.52 ―

24年6月期第3四半期 80.55 ―

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

25年6月期第3四半期 30,827 25,304 82.1 1,642.66
24年6月期 31,488 23,689 75.2 1,537.64

（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  25,304百万円 24年6月期  23,689百万円

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6月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
25年6月期 ― 0.00 ―

25年6月期（予想） 35.00 35.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 17,500 △4.7 1,900 △24.3 2,400 △15.3 1,400 △4.7 90.88



(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）詳細は、【添付資料】２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、
今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
詳細は、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

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6月期3Q 17,653,506 株 24年6月期 17,653,506 株

② 期末自己株式数 25年6月期3Q 2,248,855 株 24年6月期 2,247,130 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 15,405,259 株 24年6月期3Q 15,406,820 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍内閣の経済政策への期待感から、株高・円安が進行し、

輸出企業を中心に業績の改善がみられたものの、欧州経済や中国経済の不安定さ、国内では消費税増税への懸念な

どにより、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

  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、企業広告として、基幹ブランド「Jichodo」（ジチョウ

ドウ）に代表取締役会長出原群三（いではらぐんぞう）を起用し、次世代戦略ブランド「Jawin」(ジャウィン）で

はブランド広告に、カリスマ総合格闘家の「桜庭和志」（さくらばかずし）選手、キックボクサーの「ＨＩＲＯＹ

Ａ」（ヒロヤ）選手を起用し、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、大々的にキャンペーンを実施し、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。 

 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12,211百万円（前年同四半期比5.2％減）と、平成

23年９月にユニフォームの値上げを実施した際の前倒し需要の反動などにより減少いたしました。利益面において

は、売上の減少により、営業利益は1,525百万円（前年同四半期比17.0％減）となりました。また、輸入取引に係

る為替変動リスクをヘッジする目的行っております為替予約取引に係る時価評価によるデリバティブ評価益1,099

百万円を営業外収益に計上したことなどにより、経常利益は2,678百万円（前年同四半期比15.1％増）、四半期純

利益は1,702百万円（前年同四半期比37.2％増）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ660百万円減少し、

30,827百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ669百万円減少し、20,789百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が1,732百万円、流動資産その他が102百万円増加したことと、受取手形及び売掛金が1,281百万円、商品及び製

品が760百万円、原材料及び貯蔵品が403百万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８百万円増加し、10,037百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,529百万円減少し、3,915百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が945百万円、未払法人税等が533百万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746百万円減少し、1,607百万円となりました。これは主に、固定負債その

他が797百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,615百万円増加し、25,304百万円となりました。これは主に、利益剰余金

が1,163百万円、その他有価証券評価差額金が453百万円増加したことなどによるものであります。  

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の連結業績予想につきましては、第３四半期末以降の経済動向並びにその業績に与える影響が依然として不

透明ではありますが、当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を踏まえ、平成25年２月12日発表の、平成25

年６月期通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

   

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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７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。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

    

１．当四半期決算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
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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６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,373,680 6,106,528

受取手形及び売掛金 5,727,969 4,446,059

有価証券 15,743 14,673

商品及び製品 9,862,102 9,101,271

仕掛品 30,118 33,125

原材料及び貯蔵品 975,945 572,751

繰延税金資産 233,881 167,551

その他 266,849 369,834

貸倒引当金 △27,566 △22,270

流動資産合計 21,458,723 20,789,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,287,697 2,182,812

土地 3,886,297 3,882,386

その他（純額） 173,247 164,511

有形固定資産合計 6,347,242 6,229,710

無形固定資産 35,528 30,760

投資その他の資産   

投資有価証券 2,848,221 3,305,088

繰延税金資産 191,153 －

その他 696,731 554,587

貸倒引当金 △89,456 △82,510

投資その他の資産合計 3,646,650 3,777,165

固定資産合計 10,029,421 10,037,635

資産合計 31,488,144 30,827,160
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,771,260 2,826,123

未払金 273,896 251,038

未払法人税等 928,638 395,510

返品調整引当金 69,978 49,153

賞与引当金 173,275 87,713

その他 227,844 305,960

流動負債合計 5,444,894 3,915,500

固定負債   

退職給付引当金 423,228 474,055

その他 1,930,536 1,132,980

固定負債合計 2,353,764 1,607,035

負債合計 7,798,659 5,522,536

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 20,565,125 21,728,422

自己株式 △1,901,036 △1,902,578

株主資本合計 23,474,167 24,635,922

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 215,318 668,702

その他の包括利益累計額合計 215,318 668,702

純資産合計 23,689,485 25,304,624

負債純資産合計 31,488,144 30,827,160
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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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

売上高 12,885,976 12,211,936

売上原価 8,432,796 8,164,388

売上総利益 4,453,179 4,047,548

販売費及び一般管理費 2,615,619 2,522,232

営業利益 1,837,559 1,525,315

営業外収益   

受取利息及び配当金 49,108 38,456

受取賃貸料 50,759 45,716

業務受託料 40,502 3,971

デリバティブ評価益 701,972 1,099,485

その他 135,451 111,401

営業外収益合計 977,795 1,299,030

営業外費用   

賃貸収入原価 32,873 32,546

為替差損 309,955 102,833

有価証券売却損 123,832 10,340

その他 20,740 17

営業外費用合計 487,401 145,738

経常利益 2,327,952 2,678,607

特別利益   

投資有価証券売却益 － 67,940

特別利益合計 － 67,940

特別損失   

固定資産除売却損 695 1,681

投資有価証券評価損 95,937 1,786

特別損失合計 96,633 3,467

税金等調整前四半期純利益 2,231,319 2,743,079

法人税、住民税及び事業税 984,824 992,823

法人税等調整額 5,538 47,735

法人税等合計 990,363 1,040,559

少数株主損益調整前四半期純利益 1,240,955 1,702,520

四半期純利益 1,240,955 1,702,520
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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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,240,955 1,702,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 172,863 453,384

繰延ヘッジ損益 51,536 －

その他の包括利益合計 224,400 453,384

四半期包括利益 1,465,356 2,155,904

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,465,356 2,155,904
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

  前第３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日）及び当第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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

㈱自重堂（3597）平成25年６月期 第３四半期決算短信

- 7 -


