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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60期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第59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22年３月21日
至　平成22年６月20日

自　平成21年３月21日
至　平成22年３月20日

売上高 (千円) 7,519,360 6,748,938 26,644,422

経常利益 (千円) 101,813 19,316 96,659

四半期(当期)純利益 (千円) 110,911 11,032 164,507

純資産額 (千円) 6,891,650 6,691,326 6,908,965

総資産額 (千円) 19,923,176 20,369,219 19,677,523

１株当たり純資産額 (円) 381.05 372.08 381.95

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 6.13 0.61 9.10

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 32.8 35.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △256,544 △360,879 134,023

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △33,925 △33,032 △146,993

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 47,669 402,425 359,490

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 567,672 1,165,508 1,156,994

従業員数 (名) 363 349 344

(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（当社及び連結子会社）において営まれている事

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22年６月20日現在

従業員数(名)
349

（220）

(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22年６月20日現在

従業員数(名)
315

（220）

(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) 前年同四半期比(％)

卸売事業 5,262,485 △9.0

小売事業 75,114 △47.8

合計 5,337,599 △10.0

(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) 前年同四半期比(％)

卸売事業 6,603,630 △9.1

小売事業 145,308 △43.8

合計 6,748,938 △10.2

(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。

３　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。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【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の決定又は締結等はありません。
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４ 【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、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出を中心に一部に回復の兆しがみられるものの、

ギリシャの財政危機など、EUを中心とした金融不安の影響もあり、本格的な景気回復には程遠い状況にあ

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とデフレスパイラルが続

き、かつて経験の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、基幹事業であります卸売事業の成長基盤を強固

にするために、『売場商品の見直しによる営業強化』と『時期対応商品提供による販売強化』の確立を

挙げ、

　１．婦人アウター中心のオリジナルブランド（ＰＢ）を開発強化することで競合店と差別化を図る

　２．専門店、大型衣料店業態の市場拡大をするために、この業態の新規成長店開拓を推進強化

　３．商品力強化をするため、『直貿』による価格戦略を更に推進強化

を進め、その結果、都市部婦人専門店とネット事業専門店においては堅実な伸びを示しております。

　しかしながら、前述の厳しい経営環境により、子会社の小売事業においては消費者の買い控えから、ま

た、卸売事業においても、当社顧客である小売店の在庫調整・仕入見直し等により厳しい経営環境になり

ました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の卸売事業における売上高は66億3百万円（前年同四半期比

9.1％減）、営業利益は52百万円（同66.8％減）となり、子会社小売事業では、売上高は1億45百万円（同

43.8％減）、営業損失は1百万円（同85.7％減）となりました。

　当社グループ全体の当第１四半期連結会計期間の売上高は67億48百万円（同10.2％減）、営業利益は51

百万円（同65.8％減）、経常利益は19百万円（同81.0％減）、四半期純利益は11百万円（同90.1％減）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203億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億91百万

円増加いたしました。これは主として売掛金が5億17百万円、無形固定資産が1億60百万円増加したことに

よるものであります。

　負債合計は136億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億9百万円増加いたしました。これは主と

して短期借入金が9億円、未払費用が1億42百万円増加する一方で、長期借入金が2億77百万円減少したこ

とによるものであります。

　純資産は66億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億17百万円減少いたしました。これは主とし

て利益剰余金が1億69百万円減少したことなどによります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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8百万円増加し、11億65百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（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金は3億60百万円（前年同四半期比40.7％増）となりました。収入の主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益45百万円、減価償却費85百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増

加5億17百万円、仕入債務の減少額62百万円であります。

（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金は33百万円（前年同四半期比2.6％減）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27百万円であります。

（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金は4億2百万円（前年同四半期比744.2％増）となりました。収入の主な内

訳は、短期借入金の純増加額9億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出2億77百万円、

配当金の支払額1億80百万円であります。

　

(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、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22年６月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22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
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）
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) 【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22年３月21日～
平成22年６月20日

─ 18,399,340 ─ 1,861,940 ─ 465,485
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(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間末において、株主名簿を確認したところ、以下のとおり大株主の異動がありまし

た。

① 新たに大株主となったもの

平成22年６月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

㈱プロルート丸光 大阪市中央区久太郎町二丁目１番５号 439 2.39

　

② 大株主でなくなったもの

平成22年３月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

㈱萬栄 大阪市中央区南久宝寺町３丁目３番11号 371 2.02

（注）平成22年６月20日現在の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合については、所有株式数上位

10名から外れているため、記載を省略しております。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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　439,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

17,935,500
35,871 ―

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 ― 35,871 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式272株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22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

439,000 ─ 439,000 2.39

計 ― 439,000 ─ 439,000 2.39
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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22年４月 ５月 ６月

最高(円) 309 295 285

最低(円) 265 252 266

（注）最高・最低株価は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）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、前第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）は、改正前の四半期

連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年３月21日から平成22年６月20日ま

で）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年３月21日から平成22年６月20日まで）は、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、前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成

22年３月21日から平成22年６月20日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年３月21日から平成

22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22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22年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,165,508 1,156,994

売掛金 2,670,675 2,153,642

商品 1,321,808 1,284,720

繰延税金資産 102,947 135,541

その他 264,732 248,988

貸倒引当金 △4,228 △1,507

流動資産合計 5,521,444 4,978,379

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,308,013 3,361,708

機械装置及び運搬具（純額） 42,524 44,842

工具、器具及び備品（純額） 199,307 215,544

土地 9,944,960 9,944,960

リース資産（純額） 80,418 －

有形固定資産合計 ※１
 13,575,224

※１
 13,567,055

無形固定資産 197,981 37,954

投資その他の資産

投資有価証券 341,720 359,400

繰延税金資産 289,598 289,631

差入保証金 536,043 537,247

その他 45,164 48,614

貸倒引当金 △137,957 △140,761

投資その他の資産合計 1,074,569 1,094,134

固定資産合計 14,847,775 14,699,144

資産合計 20,369,219 19,677,523

負債の部

流動負債

買掛金 902,218 964,412

短期借入金 ※２
 3,900,000

※２
 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,109,884 1,109,884

1年内償還予定の社債 170,000 170,000

未払法人税等 6,219 15,856

未払費用 499,546 357,369

賞与引当金 62,825 122,870

その他 173,764 91,567

流動負債合計 6,824,459 5,831,960
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月20日)

固定負債

社債 830,000 830,000

長期借入金 4,925,818 5,203,289

退職給付引当金 710,988 712,990

役員退職慰労引当金 93,762 90,298

その他 292,866 100,019

固定負債合計 6,853,434 6,936,597

負債合計 13,677,893 12,768,558

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 3,427,504 3,597,103

自己株式 △162,884 △133,774

株主資本合計 6,583,010 6,781,718

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 99,503 117,407

繰延ヘッジ損益 47 107

評価・換算差額等合計 99,550 117,515

少数株主持分 8,764 9,731

純資産合計 6,691,326 6,908,965

負債純資産合計 20,369,219 19,677,523
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年６月20日)

売上高 ※２
 7,519,360

※２
 6,748,938

売上原価 5,859,639 5,301,385

売上総利益 1,659,721 1,447,552

販売費及び一般管理費 ※１
 1,508,195

※１
 1,395,742

営業利益 151,525 51,810

営業外収益

受取利息 2,296 5

受取配当金 2,262 2,241

受取賃貸料 3,532 3,705

その他 4,145 6,496

営業外収益合計 12,236 12,448

営業外費用

支払利息 41,056 41,423

支払手数料 19,500 －

その他 1,391 3,519

営業外費用合計 61,947 44,942

経常利益 101,813 19,316

特別利益

賞与引当金戻入額 102,886 26,283

その他 － 4,034

特別利益合計 102,886 30,318

特別損失

減損損失 － 2,717

店舗閉鎖損失 － 1,000

投資有価証券評価損 2,833 －

固定資産除却損 410 441

特別損失合計 3,243 4,159

税金等調整前四半期純利益 201,456 45,475

法人税、住民税及び事業税 41,675 1,802

法人税等調整額 48,870 33,607

法人税等合計 90,545 35,409

少数株主損失（△） － △966

四半期純利益 110,911 11,032
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22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 45,475

減価償却費 78,683 85,095

減損損失 － 2,717

固定資産除却損 410 441

店舗閉鎖損失 － 1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △323 △82

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,940 △60,044

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,600 △2,002

受取利息及び受取配当金 △4,558 △2,246

支払利息 41,056 41,423

売上債権の増減額（△は増加） △558,003 △517,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,686 △38,075

仕入債務の増減額（△は減少） 92,468 △62,193

その他 148,819 183,651

小計 △161,015 △321,872

利息及び配当金の受取額 4,558 2,246

利息の支払額 △37,811 △37,068

法人税等の支払額 △62,275 △4,184

営業活動によるキャッシュ・フロー △256,544 △360,879

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 △27,878

投資有価証券の取得による支出 △544 △523

貸付金の回収による収入 6,000 165

差入保証金の差入による支出 － △7,000

差入保証金の回収による収入 7,916 2,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,925 △33,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,500,000 900,000

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 △277,471

リース債務の返済による支出 － △10,362

自己株式の取得による支出 △5,194 △29,110

配当金の支払額 △271,522 △180,630

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,669 402,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △242,801 8,513

現金及び現金同等物の期首残高 810,473 1,156,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 567,672

※
 1,165,508

EDINET提出書類

株式会社プロルート丸光(E02695)

四半期報告書

15/24



【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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22年３月21日　至　平成22年６月20日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年６月20日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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あたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年６月20日)

該当事項はありません。
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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22年６月20日)

前連結会計年度末
(平成22年３月20日)

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,269,887千円

 

※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
8,074,000千円

借入実行残高 3,900,000千円

差引額 4,174,000千円

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,201,145千円

 

※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。

　当連結会計年度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
7,538,000千円

借入実行残高 3,000,000千円

差引額 4,538,000千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22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。

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 424,834千円

賞与引当金繰入額 62,825千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,464千円

退職給付費用 48,816千円

貸倒引当金繰入額 2,721千円

 

※２　　　　　　　　　同左

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22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

※　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 1,165,508千円

現金及び現金同等物 1,165,508千円
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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22年６月20日）

及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月21日　至　平成22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) 439,272

　

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22年６月16日
定時株主総会

普通株式 180,630 10.00平成22年３月20日 平成22年６月17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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22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(自　平成22年３月21日　至　平成22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。
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(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。

　

(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22年６月20日)

前連結会計年度末
(平成22年３月20日)

　 　

　 372.08　円
　

　 　

　 381.95　円
　

　
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日)

前連結会計年度末
(平成22年３月20日)

純資産の部の合計額（千円） 6,691,326 6,908,965

普通株式に係る純資産額（千円） 6,682,561 6,908,965

普通株式の発行済株式数（千株） 18,399 18,399

普通株式の自己株式数（千株） 439 336

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株）

17,960 18,063

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22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
　

１株当たり四半期純利益金額 0.61 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
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
　至　平成22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 11,032

普通株式に係る四半期純利益（千円） 110,911 11,032

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 18,011
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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22年３月21日　至　平成22年６月20日)

私募債の発行

当社は、平成22年７月６日開催の取締役会において、以下のとおり、銀行保証付私募債の発行を

決議し、平成22年７月20日に発行しました。

　
(1)
 
社債の名称
 

株式会社プロルート丸光　第４回無担保社債
（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行保証付および適格機関投資家限定）

(2)発行総額 10億円

(3)各社債の金額 1億円

(4)利率 年　0.91％

(5)発行価格 額面100円につき100円

(6)振込期日 平成22年７月20日

(7)利息支払日 毎年１月20日および７月20日

(8)
 
 

償還方法
 
 

平成23年１月20日を第１回償還期日として、毎年１月20日および７月20日の２
回に各々、各社債の金額あたり720万円を償還し、平成29年７月20日にその残額
全部を償還する。

(9)償還期限 平成29年７月20日

(10)資金使途 長期運転資金

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22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　　萩　 森　　正　 彦　　　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22年３月21日から平成23年３月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間（平成22年３月21日から平成22年６月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年３月21日から平

成22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22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。

　

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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