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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３四半期連結
累計期間

第60期
第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結
会計期間

第60期
第３四半期連結
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
    12月20日

自  平成22年
    ３月21日
至  平成22年
    12月20日

自  平成21年
    ９月21日
至  平成21年
    12月20日

自  平成22年
    ９月21日
至  平成22年
    12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) 21,297,02219,322,5517,654,6407,340,17726,644,422

経常利益又は経常損失(△)(千円) 294,970△402,887 225,905△161,708 96,659

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 219,317△394,922 130,289△211,466 164,507

純資産額 (千円) ─ ─ 6,943,8036,241,5636,908,965

総資産額 (千円) ─ ─ 19,728,96519,744,97119,677,523

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 384.42 348.97 381.95

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 12.13 △22.00 7.21 △11.81 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 (％) ─ ─ 35.2 31.6 35.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △321,518△10,481 ─ ─ 134,023

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △129,617△113,418 ─ ─ △146,993

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 226,961△85,776 ─ ─ 359,490

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 586,298 947,3171,156,994

従業員数 (名) ─ ─ 351 329 344

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第59期第３四半期連結累計期間、第59期第３四半期連結会計期間及び第59期の潜在株式調整後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。

３　第60期第３四半期連結累計期間及び第60期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し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３四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３四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12月20日現在

従業員数(名)
329

（216）

(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３四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12月20日現在

従業員数(名)
299

（215）

(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３四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 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第３四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 5,589,506 △1.3

小売事業 82,781 △55.3

合計 5,672,288 △3.0

(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３四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 7,207,655 △1.9

小売事業 132,522 △56.9

合計 7,340,177 △4.1

(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３四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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策により一部企業業績に改善の兆

しが見られたものの、雇用情勢・所得環境は依然として厳しい環境にあり、個人消費の回復にはほど遠い

状況で推移しました。

当社グループの属する衣服・身の回り品業界にあっては、特に消費者の節約志向および低価格志向が

強く、個人消費の回復の遅れに伴う企業業績の低迷が続いております。

このような状況の下、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

する為に、『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. 売場売出し商品の見直しと販売促進手法の強度を上げることで来店客数増を目指す

　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に、『直貿』による価格戦略を更に推進強化

を進めました。

しかしながら、小売店市場の秋物商戦悪化が影響して、第３四半期前半戦は冬物納品時期が遅れ苦戦を

強いられました。また、後半戦は、気候が例年並みに戻り、客数増の兆しもあって、防寒要素の強い商品に

活気が戻り業績の回復は見られました。ただ、小売市場全体の環境は厳しく、一部の専門店等に伸びはあ

るものの、厳しい経営環境が続いております。

さらに、連結子会社にて売掛金の回収懸念があり、2億12百万円の貸倒引当金の計上及び棚卸評価損57

百万円を計上いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の卸売事業における売上高は72億07百万円（前年同四半期比

1.9％減）、営業損失は1億2百万円（前年同四半期は営業利益2億45百万円）となり、子会社小売事業で

は、売上高は1億32百万円（前年同四半期比56.9％減）、営業損失は20百万円（前年同四半期は営業利益

13百万円）となりました。

当社グループ全体の当第３四半期連結会計期間の売上高は73億40百万円（前年同期比4.1％減）、営業

損失は1億22百万円（前年同四半期は営業利益2億58百万円）、経常損失は1億61百万円（前年同四半期は

経常利益2億25百万円）、四半期純損失は2億11百万円（前年同四半期は四半期純利益1億30百万円）とな

りました。

なお、当第３四半期連結累計期間の卸売事業における売上高は188億95百万円（前年同四半期比7.7％

減）、営業損失は2億13百万円（前年同四半期は営業利益4億7百万円）となり、子会社小売事業では、売上

高は4億27百万円（前年同四半期比48.4％減）、営業損失は57百万円（前年同四半期は営業利益3百万

円）となりました。

当社グループ全体の当第３四半期連結累計期間の売上高は193億22百万円（前年同四半期比9.3％

減）、営業損失は2億68百万円（前年同四半期は営業利益4億10百万円）、経常損失は4億2百万円（前年同

四半期は経常利益2億94百万円）、四半期純損失は3億94百万円（前年同四半期は四半期純利益2億19百万

円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は197億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて67百万円増

加いたしました。これは主として売掛金が4億66百万円増加した一方で、現金及び預金が2億9百万円、商品

が1億86百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は135億3百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億34百万円増加いたしました。これは主と

して社債及び１年内償還予定の社債が9億15百万円、その他（預り金等）が3億15百万円、その他（リース

債務等）が2億38百万円、短期借入金が1億円増加する一方で、長期借入金が8億32百万円減少したことに

よるものであります。

　純資産は62億41百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億67百万円減少いたしました。これは主とし

て利益剰余金が5億75百万円減少したことなどによります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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、第２四半期連

結会計期間末に比べて1億22百万円減少し、9億47百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主な要因は次のとおり

であります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動による支出は1億22百万円（前年同四半期比56.5％減）

となりました。

　収入の主な内訳は、たな卸資産の減少1億95百万円、減価償却費92百万円、支払利息39百万円であり、支出

の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失1億62百万円、売上債権の増加2億84百万円によるものでありま

す。

　なお、当第３四半期連結累計期間における営業活動による支出は、10百万円（前年同四半期比96.7％

減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動による収入は2百万円（前年同四半期は74百万円の支

出）となりました。

　収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入15百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得に

よる支出13百万円によるものであります。

　なお、当第３四半期連結累計期間における投資活動による支出は、1億13百万円（前年同四半期比12.5％

減）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動による支出は2百万円（前年同四半期は3億28百万円の収

入）となりました。

　収入の主な内訳は、短期借入金の増加3億円であり、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、リース債務の返済による支出17百万円によるものであります。

　なお、当第３四半期連結累計期間における財務活動による支出は、85百万円（前年同四半期は2億26百万

円の収入）となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月２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
（スタンダード）

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。
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(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９月21日～
平成22年12月20日

─ 18,399,340 ─ 1,861,940 ─ 465,485

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年12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　513,500

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

17,861,500
35,723 ―

単元未満株式 普通株式　　24,340 ― ―

発行済株式総数 18,399,340― ―

総株主の議決権 ― 35,723 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式201株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

　 　 平成22年12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

513,500 ─ 513,500 2.79

計 ― 513,500 ─ 513,500 2.79
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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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 309 295 285 284 279 270 248 192 188

最低(円) 265 252 266 262 260 237 192 152 157

（注）最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであり、平成22

年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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、本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３四半期連結会計期間(平成21年９月21日から平成21年12月20日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年３月21日から平成21年12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３四半期連結会計期間(平成22年９月21日から平成22年12月20日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年３月21日から平成22年12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３四半期連結会計期間(平成21年９月21

日から平成21年12月20日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年３月21日から平成21年12月20日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年９月21日から平成22年12月20日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年３月21日から平成22年12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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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 947,317 1,156,994

受取手形 5,876 －

売掛金 2,620,586 2,153,642

商品 1,098,314 1,284,720

繰延税金資産 142,602 135,541

その他 128,441 248,988

貸倒引当金 △1,420 △1,507

流動資産合計 4,941,718 4,978,379

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,233,727 3,361,708

機械装置及び運搬具（純額） 37,887 44,842

工具、器具及び備品（純額） 188,256 215,544

土地 9,944,960 9,944,960

リース資産（純額） 109,808 －

有形固定資産合計 ※１
 13,514,640

※１
 13,567,055

無形固定資産 231,039 37,954

投資その他の資産

投資有価証券 315,548 359,400

繰延税金資産 288,245 289,631

差入保証金 547,846 537,247

その他 256,159 48,614

貸倒引当金 △350,225 △140,761

投資その他の資産合計 1,057,573 1,094,134

固定資産合計 14,803,253 14,699,144

資産合計 19,744,971 19,677,523
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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)

負債の部

流動負債

買掛金 992,295 964,412

短期借入金 ※２
 3,100,000

※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 314,000 170,000

未払法人税等 10,285 15,856

未払費用 399,106 357,369

賞与引当金 47,647 122,870

その他 407,038 91,567

流動負債合計 6,380,256 5,831,960

固定負債

社債 1,601,000 830,000

長期借入金 4,370,876 5,203,289

退職給付引当金 711,823 712,990

役員退職慰労引当金 100,690 90,298

その他 338,762 100,019

固定負債合計 7,123,152 6,936,597

負債合計 13,503,408 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 3,021,549 3,597,103

自己株式 △178,513 △133,774

株主資本合計 6,161,425 6,781,718

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 78,851 117,407

繰延ヘッジ損益 1,285 107

評価・換算差額等合計 80,137 117,515

少数株主持分 － 9,731

純資産合計 6,241,563 6,908,965

負債純資産合計 19,744,971 19,677,523
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(2)【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21年３月21日
　至 平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年12月20日)

売上高 ※２
 21,297,022

※２
 19,322,551

売上原価 16,531,634 15,305,874

売上総利益 4,765,388 4,016,676

販売費及び一般管理費 ※１
 4,354,971

※１
 4,285,584

営業利益又は営業損失（△） 410,416 △268,907

営業外収益

受取利息 6,265 154

受取配当金 5,757 6,311

受取賃貸料 9,817 10,391

法人税等還付加算金 － 5,888

その他 15,690 17,915

営業外収益合計 37,529 40,662

営業外費用

支払利息 121,529 124,565

支払手数料 19,500 13,208

社債発行費 － 25,568

貸倒引当金繰入額 6,907 －

その他 5,038 11,299

営業外費用合計 152,975 174,641

経常利益又は経常損失（△） 294,970 △402,887

特別利益

賞与引当金戻入額 105,687 26,283

退職給付制度終了益 41,688 －

保険代理店業務譲渡益 12,000 －

その他 － 4,034

特別利益合計 159,376 30,318

特別損失

減損損失 10,846 10,510

店舗閉鎖損失 6,000 11,744

投資有価証券評価損 4,347 7,562

固定資産除却損 2,213 613

その他 － 2,100

特別損失合計 23,407 32,531

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

430,939 △405,100

法人税、住民税及び事業税 45,812 5,408

法人税等調整額 165,810 △5,854

法人税等合計 211,622 △445

少数株主損失（△） － △9,731

四半期純利益又は四半期純損失（△） 219,317 △394,922
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月21日
　至 平成21年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月21日
　至 平成22年12月20日)

売上高 ※２
 7,654,640

※２
 7,340,177

売上原価 5,947,094 5,866,876

売上総利益 1,707,545 1,473,301

販売費及び一般管理費 ※１
 1,449,171

※１
 1,595,912

営業利益又は営業損失（△） 258,374 △122,611

営業外収益

受取利息 2,033 9

受取配当金 1,571 1,627

受取賃貸料 3,299 3,570

その他 6,845 7,517

営業外収益合計 13,750 12,724

営業外費用

支払利息 40,043 39,602

支払手数料 － 6,784

貸倒引当金繰入額 4,104 －

その他 2,071 5,434

営業外費用合計 46,219 51,821

経常利益又は経常損失（△） 225,905 △161,708

特別利益

退職給付制度終了益 41,688 －

特別利益合計 41,688 －

特別損失

減損損失 10,846 －

店舗閉鎖損失 5,000 953

投資有価証券評価損 1,514 －

特別損失合計 17,361 953

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

250,233 △162,661

法人税、住民税及び事業税 △27,446 1,758

法人税等調整額 147,390 55,784

法人税等合計 119,943 57,542

少数株主損失（△） － △8,737

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130,289 △211,466
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
　至 平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年12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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

430,939 △405,100

減価償却費 229,620 264,216

減損損失 10,846 10,510

固定資産除却損 2,213 613

店舗閉鎖損失 6,000 11,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,255 209,377

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,802 △75,223

退職給付引当金の増減額（△は減少） △210,349 △1,167

受取利息及び受取配当金 △12,022 △6,466

支払利息 121,529 124,565

売上債権の増減額（△は増加） △607,776 △472,820

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,968 186,810

仕入債務の増減額（△は減少） 68,387 27,882

その他 78,650 81,118

小計 8,462 △43,937

利息及び配当金の受取額 12,022 6,466

利息の支払額 △118,323 △118,325

法人税等の支払額 △223,679 △4,184

法人税等の還付額 － 149,498

営業活動によるキャッシュ・フロー △321,518 △10,481

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 △76,938 △78,468

投資有価証券の取得による支出 △13,029 △1,312

貸付けによる支出 △81,150 △750

貸付金の回収による収入 18,250 625

出資金の払込による支出 － △20

出資金の回収による収入 10 －

差入保証金の差入による支出 △1,800 △55,355

差入保証金の回収による収入 25,039 21,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,617 △113,418

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） △3,830,000 100,000

長期借入れによる収入 5,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △658,556 △832,413

社債の発行による収入 － 1,000,000

社債の償還による支出 － △85,000

リース債務の返済による支出 － △42,993

自己株式の取得による支出 △12,960 △44,739

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 226,961 △85,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,174 △209,676

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 ※
 586,298

※
 947,317
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年９月21日　至　平成22年12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３四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年12月20日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年12月20日)及び

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年９月21日　至　平成22年12月20日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年12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３四半期連結会計期間(自　平成22年９月21日　至　平成22年12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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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

4,378,587千円
 

※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３四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
7,946,000千円

借入実行残高 3,100,000千円

差引額 4,846,000千円
 

 
※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)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日
  至　平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22年12月20日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 1,366,446千円

賞与引当金繰入額 65,420千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,251千円

退職給付費用 173,263千円

貸倒引当金繰入額 1,206千円
 

※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 1,260,468千円

賞与引当金繰入額 47,647千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,392千円

退職給付費用 151,369千円

貸倒引当金繰入額 212,538千円
 

※２　　　　　　　　　同左

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月21日
至  平成21年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月21日
至  平成22年12月20日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 452,370千円

賞与引当金繰入額 30,484千円

役員退職慰労引当金繰入額 27,323千円

退職給付費用 54,184千円

　 　
 

※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 420,903千円

賞与引当金繰入額 47,647千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,464千円

退職給付費用 51,060千円

貸倒引当金繰入額 212,418千円
 

※２　　　　　　　　　同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
  至　平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22年12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 586,298千円

現金及び現金同等物 586,298千円

※　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 947,317千円

現金及び現金同等物 947,317千円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月20日)

及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成22年12月20日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 18,399,340

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 513,701

　

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

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
(百万円)

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。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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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３四半期連結会計期間(自  平成21年９月21日  至  平成21年12月20日)及び

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年３月21日  至  平成21年12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３四半期連結会計期間(自  平成22年９月21日  至  平成22年12月20日)

　

　
卸売事業
(千円)

小売事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,207,655132,5227,340,177 ─ 7,340,177

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,632 ─ 2,632 (2,632) ─

計 7,210,288132,5227,342,810(2,632)7,340,177

営業損失（△） △102,664△20,227△122,891 280 △122,611

　(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　２．各区分の主な商品

(1) 卸売事業……各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨、日用雑貨、店舗資材等

(2) 小売事業……紳士服、婦人服、服飾雑貨等

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成22年12月20日)

　

　
卸売事業
(千円)

小売事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

18,895,376427,17519,322,551 ─ 19,322,551

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

20,292 ─ 20,292 (20,292) ─

計 18,915,668427,17519,342,843(20,292)19,322,551

営業損失（△） △213,037△57,302△270,340 1,432△268,907

　(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　２．各区分の主な商品

(1) 卸売事業……各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨、日用雑貨、店舗資材等

(2) 小売事業……紳士服、婦人服、服飾雑貨等
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年９月21日  至  平成21年12月20日)及び

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年３月21日  至  平成21年12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３四半期連結会計期間(自  平成22年９月21日  至  平成22年12月20日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成22年12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３四半期連結会計期間(自  平成21年９月21日  至  平成21年12月20日)及び

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年３月21日  至  平成21年12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３四半期連結会計期間(自  平成22年９月21日  至  平成22年12月20日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日  至  平成22年12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３四半期連結会計期間(自　平成22年９月21日　至　平成22年12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３四半期連結会計期間(自　平成22年９月21日　至　平成22年12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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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月20日)

前連結会計年度末
(平成22年３月20日)

　 　

　  348.97　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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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） 6,241,563 6,908,965

普通株式に係る純資産額（千円） 6,241,563 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） 513 336

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）

17,885 18,063

　
２  １株当たり四半期純利益金額等又は四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
  至　平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
  至　平成22年12月20日)

１株当たり四半期純利益金額 12.13円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

─ 円
　

１株当たり四半期純損失金額 △22.00円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

─ 円

(注) １．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後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．当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月21日 
　至　平成21年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
　至　平成22年12月20日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)（千円）

219,317 △394,922

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)（千円）

219,317 △394,922

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） 18,074 17,950
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第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月21日
至  平成21年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月21日
至  平成22年12月20日)

１株当たり四半期純利益金額 7.21円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

─ 円

１株当たり四半期純損失金額 △11.81円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

─ 円

(注) １．前第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後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．当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月21日 
　至　平成21年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年９月21日 
　至　平成22年12月20日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)（千円）

130,289 △211,466

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)（千円）

130,289 △211,466

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） 18,063 17,902

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　
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22年２月３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３四半期連結会計期

間(平成21年９月21日から平成21年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年３月21日から平成

21年12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12月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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

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、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。

　

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23年２月２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３四半期連結会計期

間(平成22年９月21日から平成22年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年３月21日から平成

22年12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12月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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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