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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州金融不安に端を発した円高・株安の長期化や、中国をはじ

めとした新興国の成長鈍化を背景に、輸出・生産が減速する等、依然として先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

 当業界におきましては、11月の気温低下により防寒衣料が好調に推移し、回復の兆しが見られたものの、雇用環境

の悪化や消費税増税法案による消費者心理の冷え込みが懸念される等、引き続き不安要素を含んだ市場環境となって

おります。 

 このような経営環境の中、当社グループでは、基本方針である「時代に合った顧客が求めるカジュアルスタイルの

提案」を念頭に、「先10年戦える“小売型アパレル”への転換」を新たな中長期目標として掲げ、全社における考え

方・価値観の統一と収益性・成長性・具体性が見込める事業の強化に注力してまいりました。 

 販売面では、「クロコダイル」の既存事業部を「直営部」「東京営業部」「大阪営業部」「商品企画部」に再編成

したことにより、直営店ビジネスの強化やメンズ・レディスの運営一体化を実現しました。また更なる事業の拡大を

図るため、「クロコダイル」50周年記念事業として、ポップアップストアを開設する等、ブランド認知度の向上にも

注力いたしました。更に、収益性・成長性の高いeコマースを重要事業として位置づけ、より一層の拡充を図ってま

いりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高が62億８千４百万円（前年同期比5.6％増）

と増収になりました。また、店舗開発やブランドプロモーションへの積極的投資により販売費及び一般管理費は増額

となりましたが、売上高の増加がそれらを吸収し、利益面でも営業利益は５億４千４百万円（前年同期比6.3％

増）、経常利益は５億５千４百万円（前年同期比7.8％増）、四半期純利益は３億１千３百万円（前年同期比43.4％

増）と増益になりました。 

 セグメントごとの売上高では、繊維製品製造販売業62億３千７百万円（前年同期比5.9％増）、不動産賃貸事業４

千７百万円（前年同期比22.4％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①流動資産 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は163億５千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ24億

７百万円増加いたしました。主な要因につきましては、商品及び製品が16億９千７百万円増加したことによるもので

あります。現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は89億８千９百万円から７億９千１百万円減少し81億

９千８百万円となりました。受取手形及び売掛金の残高は13億３千１百万円増加し、34億９百万円となりました。 

②固定資産 

  当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は141億４千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億

８千３百万円減少いたしました。主な要因につきましては、有形固定資産が２千２百万円増加し、差入保証金が３千

３百万円増加し、投資有価証券が２億３千万円減少したこと等によるものであります。 

③流動負債 

  当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は80億１千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ20億７

千２百万円増加いたしました。主な要因につきましては、支払手形及び買掛金が17億８千８百万円増加し、未払法人

税等が２億１千２百万円増加したことによるものであります。 

④固定負債 

  当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は14億２千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ１千３

百万円減少いたしました。 

⑤純資産 

  当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は210億６千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億６

千４百万円増加いたしました。主な要因につきましては、利益剰余金が１億２千１百万円増加し、繰延ヘッジ損益が

１千２百万円増加し、為替換算調整勘定３千２百万円増加したことによるものであります。これらの結果、自己資本

比率は前連結会計年度末の73.9％から4.8ポイント低下し、69.1％となりました。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成24年10月12日発表の業績予想の修正

はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  該当事項はありません。 

   

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８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,750,777 4,133,005

受取手形及び売掛金 2,077,912 3,409,080

有価証券 5,239,185 4,065,306

商品及び製品 2,431,369 4,129,048

仕掛品 62,561 75,390

原材料及び貯蔵品 23,004 48,489

繰延税金資産 145,154 213,552

その他 221,287 284,718

貸倒引当金 △218 △354

流動資産合計 13,951,035 16,358,238

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,578,668 2,591,320

機械装置及び運搬具（純額） 33,092 34,297

土地 7,931,184 7,931,184

リース資産（純額） 11,901 10,655

建設仮勘定 － 2,947

その他（純額） 73,324 80,698

有形固定資産合計 10,628,171 10,651,104

無形固定資産 138,736 135,331

投資その他の資産   

投資有価証券 1,859,977 1,629,048

差入保証金 1,320,451 1,353,485

繰延税金資産 286,992 299,289

その他 137,351 129,047

貸倒引当金 △42,266 △51,240

投資その他の資産合計 3,562,506 3,359,630

固定資産合計 14,329,415 14,146,067

資産合計 28,280,450 30,504,305
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,986,326 5,775,293

1年内返済予定の長期借入金 700,030 657,200

未払法人税等 98,636 311,008

賞与引当金 116,620 －

返品調整引当金 29,000 50,000

ポイント引当金 101,291 106,312

資産除去債務 1,985 6,557

その他 906,459 1,106,440

流動負債合計 5,940,349 8,012,812

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 504,214 500,031

資産除去債務 136,321 134,356

その他 199,319 191,905

固定負債合計 1,439,854 1,426,293

負債合計 7,380,203 9,439,106

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,917,652 4,917,652

資本剰余金 5,644,906 5,644,906

利益剰余金 11,059,071 11,180,455

自己株式 △654,500 △654,560

株主資本合計 20,967,129 21,088,454

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △68,856 △70,440

繰延ヘッジ損益 △6,332 6,506

為替換算調整勘定 8,305 40,678

その他の包括利益累計額合計 △66,883 △23,255

純資産合計 20,900,246 21,065,199

負債純資産合計 28,280,450 30,504,305
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

売上高 5,949,620 6,284,891

売上原価 2,804,301 2,972,270

売上総利益 3,145,319 3,312,621

返品調整引当金戻入額 32,000 29,000

返品調整引当金繰入額 46,000 50,000

差引売上総利益 3,131,319 3,291,621

販売費及び一般管理費 2,618,991 2,746,800

営業利益 512,327 544,820

営業外収益   

受取利息 5,771 4,328

受取配当金 1,610 3,293

受取補償金 1,879 10,836

その他 5,919 6,595

営業外収益合計 15,180 25,054

営業外費用   

支払利息 6,435 5,541

賃借契約解約損 4,770 －

為替差損 1,766 617

貸倒引当金繰入額 － 9,000

その他 213 337

営業外費用合計 13,186 15,496

経常利益 514,322 554,379

特別損失   

固定資産除却損 1,597 5,744

減損損失 8,114 18,067

投資有価証券評価損 127,223 －

特別損失合計 136,935 23,812

税金等調整前四半期純利益 377,387 530,566

法人税、住民税及び事業税 200,528 300,793

法人税等調整額 △41,550 △83,375

法人税等合計 158,977 217,418

少数株主損益調整前四半期純利益 218,409 313,148

少数株主利益 － －

四半期純利益 218,409 313,148
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 218,409 313,148

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23,188 △1,584

繰延ヘッジ損益 9,829 12,838

為替換算調整勘定 13,423 32,373

その他の包括利益合計 46,440 43,628

四半期包括利益 264,850 356,776

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 264,850 356,776

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30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 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない当社の総務・経理部門

等の管理部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年９月１日 至 平成24年11月30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 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない当社の総務・経理部門

等の管理部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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

  報告セグメント 

調整額 

（千円） 

(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（千円） 

(注)２ 

  
繊維製品製造
販売業 

（千円） 

不動産賃貸事
業 

（千円） 

計 

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  5,888,756  60,863  5,949,620  －  5,949,620

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  5,888,756  60,863  5,949,620  －  5,949,620

セグメント利益  663,935  25,070  689,006  △176,678  512,327

△176,678

  報告セグメント 

調整額 

（千円） 

(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（千円） 

(注)２ 

  
繊維製品製造
販売業 

（千円） 

不動産賃貸事
業 

（千円） 

計 

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  6,237,636  47,255  6,284,891  －  6,284,891

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  6,237,636  47,255  6,284,891  －  6,284,891

セグメント利益  711,309  12,202  723,512  △178,691  544,820

△178,691
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