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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60期

第２四半期連結
累計期間

第61期
第２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
会計期間

第61期
第２四半期連結
会計期間

第60期

会計期間

自  平成22年
    ３月21日
至  平成22年
    ９月20日

自  平成23年
     ３月21日
至  平成23年
     ９月20日

自  平成22年
    ６月21日
至  平成22年
    ９月20日

自  平成23年
    ６月21日
至  平成23年
    ９月20日

自　平成22年
　　３月21日
至　平成23年
　　３月20日

売上高 (千円) 11,982,37310,107,8605,233,4344,460,96723,841,542

経常損失(△) (千円) △241,179△319,093△260,495△277,190△744,159

四半期(当期)純損失(△)(千円) △183,456△123,663△194,488△269,155△1,208,804

純資産額 (千円) ― ― 6,467,1565,024,8405,403,945

総資産額 (千円) ― ― 19,782,26918,252,57718,223,211

１株当たり純資産額 (円) ― ― 360.25 305.01 302.14

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △10.21 △7.32 △10.84 △16.32 △67.40

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 (％) ― ― 32.6 27.5 29.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 111,791△91,924 ― ― 123,179

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △115,614 25,592 ― ― △106,259

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △83,579 167,434 ― ― △439,934

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,069,592833,516 733,980

従業員数 (名) ― ― 337 311 317

(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、１株当たり四半期(当期)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２四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２四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23年９月20日現在

従業員数(名)
311
(160)

(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２四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23年９月20日現在

従業員数(名)
285
(159)

(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２四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２四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

　　卸売事業 3,505,081 ―

　　小売事業 26,401 ―

合計 3,531,483 ―

(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２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

　　卸売事業 4,394,255 ―

　　小売事業 66,711 ―

合計 4,460,967 ―

(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２四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２四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、当四半期連結会計期間の末日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２四半期連結会計期間における日本経済は、東日本大震災の影響による景気の落ち込みから一部

には回復が見られたものの、急激な円高と株安の進行などにより、先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。

　当社グループの属する衣服・身の回り品業界にあっても、震災直後大きく冷え込んだ消費者マインドは

一部に復調の兆しを見せているものの、雇用情勢の停滞や所得環境の低迷により、依然として厳しい状況

にあります。

　このような状況のもと、当社グループは、基幹となる前売卸売事業において組織再編により経営効率の

向上を図ると共に、機能性商品の開発強化、及びアパレル事業部門の拡大強化等に注力し、連結子会社に

おいては海外生産調達強化や小売店舗の集約、オリジナル商品の開発を図るなどグループ一丸となって

目標達成に向け取り組んでおります。

　しかしながら前述の厳しい環境により、子会社の小売事業においては消費者の節約志向から、また卸売

事業においても、小売店の在庫調整などにより厳しい経営環境は続いています。

以上の結果、当社グループ全体の当第２四半期連結会計期間の売上高は44億60百万円（前年同四半期

比14.8％減）、営業損失は2億32百万円（前年同四半期は営業損失1億98百万円）、経常損失は2億77百万

円（前年同四半期は経常損失2億60百万円）、四半期純損失は2億69百万円（前年同四半期は四半期純損

失1億94百万円）となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間の売上高は101億7百万円（前年同四半期比15.6％減）、営業損失は2

億32百万円（前年同四半期は営業損失1億46百万円）、経常損失は3億19百万円（前年同四半期は経常損

失2億41百万円）、四半期純損失は1億23百万円（前年同四半期は四半期純損失1億83百万円）となりまし

た。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 卸売事業

当社並びに株式会社グローバルルートを合算した当第２四半期連結会計期間の卸売事業における売

上高は43億94百万円、営業損失は2億12百万円となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間の売上高は99億67百万円、営業損失は1億98百万円となりました。

 小売事業

関東地区で小売業を営む株式会社サンマールの当第２四半期連結会計期間における売上高は66百万

円、営業損失は20百万円となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間の売上高は1億40百万円、営業損失は34百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は182億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて29百万円増

加いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が1億99百万円増加し、貸倒引当金が3億37百万円減

少する一方で、破産更生債権等（投資その他の資産のその他に含まれております）が4億59百万円減少し

たことによるものであります。

　負債合計は132億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億8百万円増加いたしました。これは主と

して短期借入金が8億円増加する一方で、長期借入金が2億38百万円、社債が1億57百万円減少したことに

よるものであります。

　純資産は50億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億79百万円減少いたしました。これは主とし

て自己株式が1億85百万円増加し、利益剰余金が1億77百万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２四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１四半期連

結会計年度末に比べて1億96百万円増加し、8億33百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間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）

当第２四半期連結会計期間における営業活動による収入は2億3百万円（前年同四半期比56.9％減）と

なりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少3億61百万円、仕入債務の増加1億19百万円であり、支出の

主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2億67百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における営業活動による支出は91百万円（前年同四半期は1億11百万

円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動による収入は2億23百万円（前年同四半期は82百万円の

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1億99百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における投資活動による収入は25百万円（前年同四半期は1億15百万

円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動による支出は6億21百万円（前年同四半期は4億86百万円

の支出）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入4億円であり、支出の主な内訳は、短期

借入金の純減少額5億円、長期借入金の返済による支出3億2百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における財務活動による収入は1億67百万円（前年同四半期は83百万

円の支出）となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年９月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11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。

　

(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23年６月21日～
平成23年９月20日

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

　 　 平成23年９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(％)

㈱ワゴン 大阪市中央区南久宝寺町３丁目３番11号 3,363 18.27

㈱プロルート丸光 大阪市中央区久太郎町２丁目１番５号 1,924 10.46

プロルート共栄会 大阪市中央区久太郎町２丁目１番５号 1,385 7.52

松下安郎 大阪府豊中市 762 4.14

前田忠子 大阪府泉北郡忠岡町 725 3.94

㈱近畿大阪銀行 大阪市中央区城見１丁目４番27号 563 3.06

㈱サンエー 沖縄県宜野湾市大山７丁目２番10号 525 2.85

阪田和弘 鳥取市 514 2.79

前田佳央 奈良県香芝市 439 2.38

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 428 2.33

計 ― 10,631 57.78

(注) １　所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて記載しております。

２　プロルート共栄会は、当社の取引先企業で構成されている持株会であります。

３　上記のうち、株式会社プロルート丸光1,924千株（10.46％）は、当社所有の自己株式であります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９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

　　1,924,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

16,451,500
32,903 ―

単元未満株式 普通株式　 23,340 ― ―

発行済株式総数 18,399,340― ―

総株主の議決権 ― 32,903 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式297株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成23年９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

1,924,500 ─ 1,924,50010.46

計 ― 1,924,500 ― 1,924,50010.46

　

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23年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 155 146 148 140 150 150

最低(円) 141 117 119 124 129 137

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所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、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２四半期連結会計期間(平成22年６月21日から平成22年９月20日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成22年３月21日から平成22年９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２四半期連結会計期間(平成23年６月21日から平成23年９月20日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成23年３月21日から平成23年９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２四半期連結会計期間(平成22年６月21

日から平成22年９月20日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成22年３月21日から平成22年９月20日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成23年６月21日から平成23年９月20日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成23年３月21日から平成23年９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２四半期連結会計期間末
(平成23年９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23年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 833,516 733,980

受取手形及び売掛金 1,934,832 1,735,079

商品 1,147,878 1,041,965

その他 86,030 112,781

貸倒引当金 △1,300 △1,100

流動資産合計 4,000,957 3,622,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,095,863 3,185,682

機械装置及び運搬具（純額） 34,651 35,569

工具、器具及び備品（純額） 154,439 178,920

土地 9,944,960 9,944,960

リース資産（純額） 97,467 102,308

有形固定資産合計 ※１
 13,327,381

※１
 13,447,441

無形固定資産

のれん 163,165 －

その他 195,111 216,973

無形固定資産合計 358,277 216,973

投資その他の資産

投資有価証券 227,255 279,783

差入保証金 298,075 490,627

その他 53,588 515,904

貸倒引当金 △12,957 △350,225

投資その他の資産合計 565,961 936,090

固定資産合計 14,251,619 14,600,504

資産合計 18,252,577 18,223,211
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９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23年３月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 856,548 742,295

短期借入金 ※２
 4,000,000

※２
 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,241,484 1,199,584

1年内償還予定の社債 314,000 314,000

未払法人税等 9,511 11,435

未払費用 309,036 318,370

賞与引当金 43,965 92,161

その他 311,077 326,650

流動負債合計 7,085,622 6,204,496

固定負債

社債 1,287,000 1,444,000

長期借入金 3,765,363 4,003,705

退職給付引当金 703,913 726,503

役員退職慰労引当金 38,945 103,793

資産除去債務 30,117 －

その他 316,776 336,767

固定負債合計 6,142,114 6,614,768

負債合計 13,227,737 12,819,265

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 2,030,347 2,207,668

自己株式 △364,112 △178,513

株主資本合計 4,984,625 5,347,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 51,910 57,509

繰延ヘッジ損益 △11,694 △1,108

評価・換算差額等合計 40,215 56,401

少数株主持分 － －

純資産合計 5,024,840 5,403,945

負債純資産合計 18,252,577 18,223,211
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
　至 平成23年９月20日)

売上高 ※２
 11,982,373

※２
 10,107,860

売上原価 9,438,997 7,975,928

売上総利益 2,543,375 2,131,932

販売費及び一般管理費 ※１
 2,689,671

※１
 2,364,178

営業損失（△） △146,296 △232,246

営業外収益

受取利息 145 58

受取配当金 4,684 4,675

受取賃貸料 6,821 6,559

法人税等還付加算金 5,888 －

その他 10,398 7,487

営業外収益合計 27,938 18,781

営業外費用

支払利息 84,963 75,946

支払手数料 6,424 12,244

社債発行費 25,568 －

その他 5,864 17,437

営業外費用合計 122,820 105,628

経常損失（△） △241,179 △319,093

特別利益

賞与引当金戻入額 26,283 19,268

貸倒引当金戻入額 － 125,000

役員退職慰労引当金戻入額 － 68,413

投資有価証券売却益 － 8,036

その他 4,034 4,076

特別利益合計 30,318 224,795

特別損失

減損損失 10,510 －

店舗閉鎖損失 10,791 －

投資有価証券評価損 7,562 507

固定資産除却損 613 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,977

その他 2,100 －

特別損失合計 31,578 23,484

税金等調整前四半期純損失（△） △242,439 △117,781

法人税、住民税及び事業税 3,650 3,235

法人税等調整額 △61,638 2,646

法人税等合計 △57,988 5,881

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △123,663

少数株主損失（△） △994 －

四半期純損失（△） △183,456 △123,663
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月21日
　至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月21日
　至 平成23年９月20日)

売上高 ※２
 5,233,434

※２
 4,460,967

売上原価 4,137,611 3,546,425

売上総利益 1,095,822 914,541

販売費及び一般管理費 ※１
 1,293,929

※１
 1,147,055

営業損失（△） △198,107 △232,513

営業外収益

受取利息 140 53

受取配当金 2,443 2,159

受取賃貸料 3,115 3,191

法人税等還付加算金 4,525 －

その他 5,265 4,063

営業外収益合計 15,489 9,467

営業外費用

支払利息 43,540 37,347

支払手数料 6,424 6,054

社債発行費 25,568 －

その他 2,345 10,741

営業外費用合計 77,877 54,143

経常損失（△） △260,495 △277,190

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,036

その他 － 2,047

特別利益合計 － 10,083

特別損失

減損損失 7,793 －

店舗閉鎖損失 9,791 －

投資有価証券評価損 7,562 507

固定資産除却損 172 －

その他 2,100 －

特別損失合計 27,419 507

税金等調整前四半期純損失（△） △287,914 △267,613

法人税、住民税及び事業税 1,847 1,617

法人税等調整額 △95,245 △75

法人税等合計 △93,398 1,542

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △269,155

少数株主損失（△） △27 －

四半期純損失（△） △194,488 △269,155
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
　至 平成23年９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損失（△） △242,439 △117,781

減価償却費 172,017 171,626

のれん償却額 － 12,564

減損損失 10,510 －

固定資産除却損 613 －

店舗閉鎖損失 10,791 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,036

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,040 △124,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,919 △48,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,917 △22,589

受取利息及び受取配当金 △4,829 △4,734

支払利息 84,963 75,946

売上債権の増減額（△は増加） △188,743 △59,575

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,529 △18,999

仕入債務の増減額（△は減少） 32,779 122,109

その他 214,651 △14,177

小計 43,910 △13,667

利息及び配当金の受取額 4,829 4,734

利息の支払額 △82,263 △76,101

法人税等の支払額 △4,184 △6,890

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 111,791 △91,924

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 △65,445 △11,389

投資有価証券の取得による支出 △912 △822

投資有価証券の売却による収入 － 57,831

貸付けによる支出 △750 △200

貸付金の回収による収入 370 335

出資金の払込による支出 △20 －

差入保証金の差入による支出 △55,290 △28,910

差入保証金の回収による収入 6,435 199,505

事業譲受による支出 － △190,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,614 25,592
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
　至 平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
　至 平成23年９月20日)

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） △200,000 800,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △554,942 △596,442

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 △157,000

リース債務の返済による支出 △25,032 △39,867

自己株式の取得による支出 △37,974 △185,598

配当金の支払額 △180,630 △53,656

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,579 167,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,401 99,536

現金及び現金同等物の期首残高 1,156,994 733,980

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,069,592

※
 833,516
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成23年６月21日　至　平成23年９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２四半期連結累計期間

(自  平成23年３月21日  至平成23年９月20日)

会計処理基準に関する事項の変更

 (資産除去債務に関する会計基準の適用)

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ628千円増加し、税金等調整前四半

期純損失は23,605千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務変動額は30,117千

円であります。
 

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日)

(四半期連結損益計算書関係)

１．前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「法人税等還付加算金」（当第２四半期連結累

計期間383千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間では営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。

２．前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」は、特別利益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第

２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は554千円であります。

３．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。
 

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月21日  至  平成23年９月20日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。
 

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成23年３月21日　至　平成23年９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２四半期連結累計期間(自　平成23年３月21日　至　平成23年９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２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日)

前連結会計年度末
(平成23年３月20日)

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,570,707千円

 

※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２四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
7,284,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引額 3,284,000千円

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,429,116千円

 

※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
7,682,000千円

借入実行残高 3,200,000千円

差引額 4,482,000千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月21日
至  平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月21日
至  平成23年９月20日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 839,564千円

賞与引当金繰入額 95,104千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,928千円

退職給付費用 100,308千円

貸倒引当金繰入額 120千円
 

※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 760,966千円

賞与引当金繰入額 43,965千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,566千円

退職給付費用 96,114千円

貸倒引当金繰入額 200千円

 

※２　　　　　　　　　同左

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月21日
至  平成22年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月21日
至  平成23年９月20日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与諸手当 414,730千円

賞与引当金繰入額 32,278千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,464千円

退職給付費用 51,491千円

貸倒引当金繰入額 △2,601千円
 

※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 366,910千円

賞与引当金繰入額 21,137千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,842千円

退職給付費用 48,431千円

貸倒引当金繰入額 △150千円

 

※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２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月21日
至  平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月21日
至  平成23年９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 1,069,592千円

現金及び現金同等物 1,069,592千円

※　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 833,516千円

現金及び現金同等物 833,516千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年９月20日)

及び当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日)
　

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,924,797

　

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23年６月15日
定時株主総会

普通株式 53,656 3.00平成23年３月20日 平成23年６月16日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

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

当社は、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が185,598千円増加し、当第２四半期連結会計

期間末における自己株式の金額は364,112千円となっております。これは主に、平成23年４月27日開催

の取締役会決議による会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に

基づき、72,080千円の自己株式の取得を実施したことによるものであります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９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

5,084,089149,3445,233,434 ― 5,233,434

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,093 ― 3,093 (3,093) ―

計 5,087,182149,3445,236,527(3,093)5,233,434

営業損失（△） △177,875△21,544△199,419 1,312△198,107

　(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

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成22年３月21日　至　平成22年９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

11,687,720294,65311,982,373 ― 11,982,373

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

17,659 ― 17,659 (17,659) ―

計 11,705,379294,65312,000,032(17,659)11,982,373

営業損失（△） △110,373△37,075△147,449 1,152△146,296

　(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

　
【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９月20日)及び

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日　至　平成22年９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２四半期連結会計期間(自  平成22年６月21日  至  平成22年９月20日)及び

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月21日　至　平成22年９月20日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

　当社グループでは、独立した経営単位である当社及び子会社が、当社の経営方針のもと、それぞれの事業

における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、当社並びに個々の子会社を最小単位とした事業別のセグメントから構成

されており、「卸売事業」及び「小売事業」の２つを報告セグメントとしております。

　なお、「卸売事業」の事業セグメントは、製品の内容及び市場等の類似性をもとに集約しております。

　各報告セグメントの事業内容は、以下のとおりであります。

「卸売事業」：各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等の卸売り（当社及び㈱グローバルルー

ト）

「小売事業」：紳士服、婦人服、服飾雑貨等の小売り（㈱サンマール）

　

２　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

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額
(注)卸売事業 小売事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 9,967,521140,33910,107,860 ― 10,107,860

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,967,521140,33910,107,860 ― 10,107,860

セグメント損失(△) △198,136 △34,304 △232,441 194 △232,246

(注) セグメント損失(△)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。
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当第２四半期連結会計期間(自  平成23年６月21日  至  平成23年９月20日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額
(注)卸売事業 小売事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,394,255 66,711 4,460,967 ― 4,460,967

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,394,255 66,711 4,460,967 ― 4,460,967

セグメント損失(△) △212,083 △20,625 △232,708 194 △232,513

(注) セグメント損失(△)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　報告セグメントの変更等に関する事項

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日)

該当事項はありません。

　
４　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第２四半期連結会計期間(自  平成23年６月21日  至  平成23年９月20日)

当第２四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な

変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

　
(金融商品関係)

金融商品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。

　

(有価証券関係)

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)

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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(資産除去債務関係)

資産除去債務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。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産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。

　
(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日)

前連結会計年度末
(平成23年３月20日)

　 305.01　円 　 302.14　円
　

　

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎
　

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日)

前連結会計年度末
(平成23年３月20日)

純資産の部の合計額（千円） 5,024,840 5,403,945

普通株式に係る純資産額（千円） 5,024,840 5,403,945

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） 1,924 513

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）

16,474 17,885

　
２  １株当たり四半期純損失金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月21日
至  平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月21日
至  平成23年９月20日)

１株当たり四半期純損失金額(△)  △10.21 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(△)  △7.32 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、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。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月21日 
　至　平成22年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月21日 
　至　平成23年９月20日)

四半期連結損益計算書上の
四半期純損失(△)（千円）

△183,456 △123,663

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円） △183,456 △123,663

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） 17,974 16,899
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月21日
至  平成22年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月21日
至  平成23年９月20日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △10.84 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(△) △16.32 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、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。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年６月21日 
　至　平成22年９月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年６月21日 
　至　平成23年９月20日)

四半期連結損益計算書上の
四半期純損失(△)（千円）

△194,488 △269,155

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円） △194,488 △269,155

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） 17,936 16,487

　
(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11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２四半期連結会計期

間(平成22年６月21日から平成22年９月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年３月21日から平成

22年９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９月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11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23年３月21日から平成24年３月20日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成23年６月21日から平成23年９月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年３月21日から平成

23年９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23年９月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四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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