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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】

連結経営指標等

回次
第59期

第１四半期連結累計(会計)期間
第58期

会計期間
自　平成21年３月21日
至　平成21年６月20日

自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日

売上高 (千円) 7,519,360 31,727,842

経常利益 (千円) 101,813 725,052

四半期(当期)純利益 (千円) 110,911 353,519

純資産額 (千円) 6,891,650 7,040,872

総資産額 (千円) 19,923,176 19,631,066

１株当たり純資産額 (円) 381.05 388.97

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 6.13 19.47

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 (％) 34.6 35.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △256,544 627,194

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △33,925 196,100

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 47,669 △993,125

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 567,672 810,473

従業員数 (名) 363 348

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係子会社）において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年６月20日現在

従業員数(名)
363

（245）

（注）１　従業員数は就業人数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人数であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年６月20日現在

従業員数(名)
315

（242）

（注）１　従業員数は就業人数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円)

卸売事業 5,785,607

小売事業 143,947

合計 5,929,555

（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

卸売事業 7,260,806

小売事業 258,553

合計 7,519,360

（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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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、当四半期報告書提出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) 業績の概況

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前期から引き続く世界的規模の景気低迷により、企

業収益・設備投資・雇用情勢と、いずれも改善には程遠い状況下にあります。

　当社グループの属する衣服・身の回り品業界にあっても、個人の消費抑制の波が直撃し、かつて無い厳

しい経営環境におかれております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、基幹産業であります前売卸業の成長基盤を強固

にするために、「新たな仕掛による営業拡大」と「営業効率向上による収益拡大」の確立を掲げ、

　１．業界内で差別化出来るオリジナルブランド商品（ＰＢ）の拡大による売場商品強化

　２．アパレル事業・ネット事業の更なる拡大と強化による都市部専門店業態の事業拡大

　３．高収益体制を確立する「営業効率の技術力向上」の強化

を推進し、その結果、都市部の専門店とネット専業専門店の取引件数は堅実な伸びを示しております。

　しかしながら、前述の消費動向により、子会社の小売部門においては消費者の買い控えから、また、前売

卸部門においても当社顧客の在庫調整などにより厳しい経営状況となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の前売卸部門における売上高は72億60百万円、営業利益は1億59

百万円となり、子会社における小売部門では、売上高は2億58百万円、営業損失は7百万円となりました。

　当社グループ全体の当第１四半期連結累計期間の売上高は75億19百万円、営業利益は1億51百万円、経常

利益は1億1百万円、四半期純利益は1億10百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は199億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億92百万

円増加いたしました。これは主として売掛金が5億58百万円、商品が70百万円増加する一方で、現金及び預

金が2億42百万円、有形固定資産が68百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は130億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億41百万円増加いたしました。これは主

として長期借入金が33億22百万円、１年内返済予定の長期借入金が5億2百万円増加する一方で、短期借入

金が35億円減少したことによるものであります。

　純資産は68億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億49百万円減少いたしました。これは主とし

て利益剰余金が1億60百万円減少したことなどによります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べて2億42百万円減少し、5億67百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資産は2億56百万円となりました。支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純

利益2億1百万円、売上債権の増加5億58百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資産は33百万円となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出

47百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資産は47百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入40億

円、支出の主な内訳は短期借入金の返済による支出35億円です。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社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。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【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 32,600,000

計 32,600,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月４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 18,399,34018,399,340
ジャスダック
証券取引所

単元株式数
500株

計 18,399,34018,399,340 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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21年３月21日～
平成21年６月20日

─ 18,399,340 ─ 1,861,940 ─ 465,485

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社プロルート丸光(E02695)

四半期報告書

 8/21



(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年６月20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　313,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

18,061,500
36,123 ―

単元未満株式 普通株式　　24,840 ― ―

発行済株式総数 18,399,340― ―

総株主の議決権 ― 36,123 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式472株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年６月20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）
㈱プロルート丸光

大阪市中央区久太郎町
二丁目１番５号

313,000 ─ 313,000 1.70

計 ― 313,000 ─ 313,000 1.70

　

　

２ 【株価の推移】

　

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　
月別 平成21年４月 ５月 ６月

最高(円) 340 329 356

最低(円) 305 305 324

（注）最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結会計期間（平成21年３月21日から平成21年６月20日まで）から、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50

号) 附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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、当第１四半期連結累計期間(平成21年３月

21日から平成21年６月20日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レ

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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 567,672 810,473

売掛金 2,727,444 2,169,441

商品 1,174,123 1,104,029

繰延税金資産 54,111 110,931

その他 113,439 70,079

貸倒引当金 △12,576 △12,234

流動資産合計 4,624,215 4,252,720

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,523,221 3,577,342

機械装置及び運搬具（純額） 50,475 53,487

工具、器具及び備品（純額） 267,302 278,929

土地 9,944,960 9,944,960

有形固定資産合計 ※１
 13,785,959

※１
 13,854,719

無形固定資産 46,985 47,637

投資その他の資産

投資有価証券 381,824 367,102

繰延税金資産 385,896 378,882

差入保証金 619,490 641,963

その他 214,953 224,854

貸倒引当金 △136,149 △136,815

投資その他の資産合計 1,466,015 1,475,988

固定資産合計 15,298,960 15,378,345

資産合計 19,923,176 19,631,066
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,093,202 1,000,734

短期借入金 ※２
 3,930,000 7,430,000

1年内返済予定の長期借入金 965,884 463,600

未払法人税等 46,640 72,354

未払費用 507,896 375,441

賞与引当金 91,283 203,223

その他 190,543 185,453

流動負債合計 6,825,449 9,730,805

固定負債

長期借入金 5,107,702 1,785,600

退職給付引当金 938,783 918,182

役員退職慰労引当金 55,720 52,583

その他 103,870 103,021

固定負債合計 6,206,075 2,859,387

負債合計 13,031,525 12,590,193

純資産の部

株主資本

資本金 1,861,940 1,861,940

資本剰余金 1,456,450 1,456,450

利益剰余金 3,543,507 3,704,117

自己株式 △126,008 △120,814

株主資本合計 6,735,888 6,901,693

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 155,252 139,179

繰延ヘッジ損益 509 －

評価・換算差額等合計 155,761 139,179

純資産合計 6,891,650 7,040,872

負債純資産合計 19,923,176 19,631,066
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(2)【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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
　至 平成21年６月20日)

売上高 ※２
 7,519,360

売上原価 5,859,639

売上総利益 1,659,721

販売費及び一般管理費 ※１
 1,508,195

営業利益 151,525

営業外収益

受取利息 2,296

受取配当金 2,262

受取賃貸料 3,532

その他 4,145

営業外収益合計 12,236

営業外費用

支払利息 41,056

支払手数料 19,500

その他 1,391

営業外費用合計 61,947

経常利益 101,813

特別利益

賞与引当金戻入額 102,886

特別利益合計 102,886

特別損失

投資有価証券評価損 2,833

固定資産除却損 410

特別損失合計 3,243

税金等調整前四半期純利益 201,456

法人税、住民税及び事業税 41,675

法人税等調整額 48,870

法人税等合計 90,545

四半期純利益 110,911
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
　至 平成21年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 201,456

減価償却費 78,683

固定資産除却損 410

貸倒引当金の増減額（△は減少） △323

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,600

受取利息及び受取配当金 △4,558

支払利息 41,056

売上債権の増減額（△は増加） △558,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,686

仕入債務の増減額（△は減少） 92,468

その他 148,819

小計 △161,015

利息及び配当金の受取額 4,558

利息の支払額 △37,811

法人税等の支払額 △62,275

営業活動によるキャッシュ・フロー △256,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △47,297

投資有価証券の取得による支出 △544

貸付金の回収による収入 6,000

差入保証金の回収による収入 7,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △3,500,000

長期借入れによる収入 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △175,614

自己株式の取得による支出 △5,194

配当金の支払額 △271,522

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △242,801

現金及び現金同等物の期首残高 810,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 567,672
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

１．会計処理基準に関す

る事項の変更

(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準につい

ては、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更してお

ります。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

15,338千円減少しております。

 

(2)　リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半

期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当第１四半期

連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律（平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、法定耐用年数

が見直されました。これを契機とし、機械及び装置の耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間よ

り一部の資産を除き、耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。

　この変更に伴う損益への影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日)

前連結会計年度末
(平成21年３月20日)

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,032,903千円

 

※２　　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。

　当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。
　 　

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
7,930,000千円

借入実行残高 3,930,000千円

差引額 4,000,000千円

 

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,962,427千円

 
 

─

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
  至　平成21年６月20日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 462,595千円

賞与引当金繰入額 89,340千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,137千円

退職給付費用 58,292千円

貸倒引当金繰入額 342千円

 

※２　当社グループでは衣料品等の販売が中心であるため、季節変動が大きく、第１

及び第３四半期連結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間と比較し

て高くなる傾向にあります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
  至　平成21年６月20日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 567,672千円

現金及び現金同等物 567,672千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月20日）

及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日）
　
１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 18,399,340

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 313,472

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(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21年６月17日
定時株主総会

普通株式 271,522 15.00平成21年３月20日 平成21年６月18日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当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。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月20日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月20日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末の末日と比較して著し

い変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日)

前連結会計年度末
(平成21年３月20日)

　 　

　 381.05　円
　

　 　
　 388.97　円

　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
  至　平成21年６月20日)

１株当たり四半期純利益金額 6.13 円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─ 円
　

（注）１．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。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
　至　平成21年６月20日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 110,911

普通株式に係る四半期純利益（千円） 110,911

普通株主に帰属しない金額（千円） ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,096
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

退職給付制度の改正について

当社は、退職金制度の一部について、適格退職年金制度を採用しておりますが、平成21年７月７日

開催の取締役会において、同制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行することを決議しました。新制

度移行予定日は、平成21年11月１日としており、厚生労働省における確定拠出年金規約の承認を前提

としております。

　なお、本移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号　平成14年１月31日）を適用する予定であり、本移行に伴う損益に与える影響

額については、算定中であります。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月21日　至　平成21年６月20日)

リース取引開始日がリース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、取引残高に前連

結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

　

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21年８月４日

株式会社プロルート丸光

取締役会　御中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　高　　濱　　　　　滋　　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

会社プロルート丸光の平成21年３月21日から平成22年３月20日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間（平成21年３月21日から平成21年６月20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の平

成21年６月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況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。

　

追記情報

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年７月７日開催の取締役会において、平成21

年11月１日より適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行することを決議している。

　

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いません。
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