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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】

　

回次
第62期

第３四半期
連結累計期間

第63期
第３四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日

自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日

自 平成24年３月21日
至 平成25年３月20日

売上高 (千円) 14,333,331 13,727,919 17,762,863

経常利益 (千円) 209,863 71,391 23,493

四半期(当期)純利益 (千円) 204,720 56,000 16,876

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 199,583 81,118 44,100

純資産額 (千円) 2,791,822 2,717,434 2,636,338

総資産額 (千円) 13,707,569 13,169,688 12,957,277

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 12.43 3.40 1.02

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 (％) 20.4 20.6 20.3
 

　

回次
第62期

第３四半期
連結会計期間

第63期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年９月21日
至 平成24年12月20日

自 平成25年９月21日
至 平成25年12月20日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 10.93 5.76
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　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。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、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。

　

２ 【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。

　

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) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策などの効果により、円高の是

正や株式市場が活況となり、企業収益や個人消費が改善されるなど、緩やかな回復基調となりました。

しかしながら、中国を中心とするアジア経済の成長ペースの鈍化や円安・原油高に伴う原材料価格上昇

の動きもあり、先行きに不透明感の残る状況となりました。

当社グループの属する衣服・身の回り品業界におきましては、一部には景気回復への期待や資産効果

を背景に、高級品消費に持ち直しの傾向が見られる反面、雇用や所得環境は足踏み状態が続き、当社グ

ループを取り巻く経営環境は依然として厳しいものと認識しております。

このような環境の中で、当社グループは、「黒字安定化」を実現すべく中期３カ年経営計画の２年目

として、「価値主義への企業変革」を基本方針として、「Ｖに一丸」のスローガンのもと、①収益力拡

大　②コスト変革　③グループシナジー創出のテーマを主軸に施策を推し進めております。

卸売事業におきましては、レディースアパレルを中心に商品の上質化を進め、他社との同質化及び低

価格志向からの脱却を進めてまいりました。また、物流拠点である天理流通センターの外部委託化の推

進やコスト管理強化により、より一層の販売管理コストの削減に努めました。これらにより一定の成果

をあげることができましたが、消費の最盛期に入る10月から、悪天候の影響や節約志向の高まりにより

売上は低調に推移いたしました。一方、小売事業におきましては、紳士ブランド「ケントハウス」の

スーツ、ジャケットなど、オリジナル商品の秋冬物衣料の販売が堅調に推移し、本社との共同開発等の

連携を進めたことにより、各段階利益において改善を図ることができました。

以上の結果、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137億27百万円（前年同四半

期比4.2％減）、営業利益は1億72百万円（同38.8％減）、経常利益は71百万円（同66.0％減）、四半期

純利益は56百万円（同72.6％減）となりました。
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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３四半期連結累計期間の卸売事業における売上

高は135億76百万円（同4.2％減）、営業利益は1億90百万円（同38.4％減）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３四半期連結累計期間における売上高は1億51百

万円（同4.1％減）、営業損失は17百万円（前年同四半期は営業損失26百万円）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間の総資産は131億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億12百万円

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5億44百万円増加する一方で、現金及び預金

が3億82百万円減少したことによるものであります。

負債合計は104億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億31百万円増加いたしました。これは

主として短期借入金が8億81百万円増加する一方で、長期借入金が6億62百万円減少したことによるもの

であります。　

純資産は27億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて81百万円増加いたしました。これは主とし

て利益剰余金が56百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円増加したことによるものでありま

す。　

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【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25年12月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月３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 18,399,340 18,399,340
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数　100株

計 18,399,340 18,399,340 ― ―
 

　

(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25年９月21日～
平成25年12月20日

― 18,399,340 ― 1,861,940 ― 465,485
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成25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
　

1,925,500
 

― ―

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 22,340
 

― ―

発行済株式総数 18,399,340
 

― ―

総株主の議決権 ― 32,903 ―
 

(注)　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成25年９月20日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

  平成25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

1,925,500 ─ 1,925,500 10.46

計 ― 1,925,500 ― 1,925,500 10.46
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第３四半期連結会計期間(平成25年９月21

日から平成25年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年３月21日から平成25年12月20日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、なぎさ監査法人による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)

前連結会計年度
(平成25年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,020,702 638,467

受取手形及び売掛金 1,404,528 1,948,716

商品 773,614 925,338

その他 50,193 58,559

貸倒引当金 － △6,980

流動資産合計 3,249,039 3,564,102

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,423,632 2,310,848

機械装置及び運搬具（純額） 22,888 25,875

工具、器具及び備品（純額） 86,607 69,846

土地 6,340,178 6,340,178

建設仮勘定 － 30,416

リース資産（純額） 61,572 42,420

有形固定資産合計 8,934,879 8,819,585

無形固定資産

のれん 115,422 98,085

その他 117,795 108,465

無形固定資産合計 233,218 206,550

投資その他の資産

投資有価証券 191,483 236,172

差入保証金 318,469 316,872

その他 30,188 44,447

貸倒引当金 － △18,041

投資その他の資産合計 540,141 579,450

固定資産合計 9,708,238 9,605,586

資産合計 12,957,277 13,169,688
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 582,533 712,857

短期借入金 4,096,326 4,978,039

1年内返済予定の長期借入金 1,120,284 1,058,404

1年内償還予定の社債 314,000 314,000

未払法人税等 6,711 22,555

未払費用 241,985 279,523

その他 186,391 155,831

流動負債合計 6,548,232 7,521,212

固定負債

社債 816,000 659,000

長期借入金 1,960,437 1,297,604

退職給付引当金 730,083 746,742

役員退職慰労引当金 38,677 40,736

資産除去債務 15,061 15,232

その他 212,446 171,726

固定負債合計 3,772,706 2,931,041

負債合計 10,320,939 10,452,254

純資産の部

株主資本

資本金 1,861,940 1,861,940

資本剰余金 1,160,081 1,160,081

利益剰余金 △113,710 △57,710

自己株式 △364,210 △364,233

株主資本合計 2,544,100 2,600,078

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 88,600 116,621

繰延ヘッジ損益 3,636 734

その他の包括利益累計額合計 92,237 117,355

純資産合計 2,636,338 2,717,434

負債純資産合計 12,957,277 13,169,688
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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24年３月21日
　至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

売上高 14,333,331 13,727,919

売上原価 11,135,781 10,689,475

売上総利益 3,197,550 3,038,443

販売費及び一般管理費 2,915,499 2,865,807

営業利益 282,051 172,636

営業外収益

受取利息 56 63

受取配当金 2,882 2,891

受取賃貸料 9,314 8,536

金利スワップ解約損戻入額 20,129 －

その他 23,875 7,408

営業外収益合計 56,258 18,900

営業外費用

支払利息 105,562 107,045

支払手数料 12,672 125

その他 10,212 12,973

営業外費用合計 128,446 120,145

経常利益 209,863 71,391

特別利益

投資有価証券売却益 42 －

特別利益合計 42 －

特別損失

固定資産除却損 430 －

特別損失合計 430 －

税金等調整前四半期純利益 209,475 71,391

法人税、住民税及び事業税 5,014 15,502

法人税等調整額 △259 △110

法人税等合計 4,754 15,391

少数株主損益調整前四半期純利益 204,720 56,000

少数株主利益 － －

四半期純利益 204,720 56,000
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【四半期連結包括利益計算書】
【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24年３月21日
　至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 204,720 56,000

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △907 28,020

繰延ヘッジ損益 △4,229 △2,902

その他の包括利益合計 △5,137 25,118

四半期包括利益 199,583 81,118

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199,583 81,118

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

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)

該当事項はありません。

　
(四半期連結損益計算書関係)

 売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間(自　平成24年３月21日　至　平成24年12月20日)及び

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年３月21日　至　平成25年12月20日)

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３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）

及びのれんの償却額は次のとおりであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年３月21日
 至　平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月21日
 至　平成25年12月20日)

　減価償却費 215,634千円 204,339千円

　のれんの償却額 17,337千円 17,337千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日)

１．配当金支払額

　無配のため、該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　無配のため、該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　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。　

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日)

１．配当金支払額

　無配のため、該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　無配のため、該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　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。　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日)

１．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

    (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 14,175,716 157,615 14,333,331 ― 14,333,331

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

55 167 223 △223 ―

計 14,175,772 157,782 14,333,555 △223 14,333,331

セグメント利益
又は損失(△)

309,022 △26,970 282,052 △1 282,051
 

(注) セグメント利益又は損失(△)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。

　

２．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

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日)

１．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

    (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 13,576,721 151,197 13,727,919 ― 13,727,919

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

519 470 989 △989 ―

計 13,577,240 151,668 13,728,908 △989 13,727,919

セグメント利益
又は損失(△)

190,276 △17,635 172,640 △4 172,636
 

(注) セグメント利益又は損失(△)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。

　

２．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

　該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日)

１株当たり四半期純利益金額 12円43銭 3円40銭

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 204,720 56,000

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 204,720 56,000

 普通株式の期中平均株式数(千株) 16,473 16,473
 

(注) 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。

　

(重要な後発事象)

第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行について

　

当社は、平成26年１月７日開催の取締役会決議に基づき、平成26年１月24日付で、第三者割当によ

る新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を行いました。

　その概要は以下のとおりであります。
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（1）新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式4,000,000株  
（2）新株予約権の個数 40,000個  
（3）発行価額　本新株予約権１個当たり 60円  
（4）発行価額の総額 2,400,000円  
（5）当該発行による潜在株式数 4,000,000株  

上限行使価額はありません。

下限行使価額は66円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、4,000,000株です。

（6）資金調達の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）

 569,400,000円 (差引手取概算額)

（7）行使価額及び行使価額の修正条件   
当初行使価額 145円  
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の前取引日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90％に相当する金額に修正されますが、そ

の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
 

（8）募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。

（9）発行期日 平成26年１月24日

（10）行使期間 平成26年１月27日から平成28年１月31日

（11）割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（12）その他   
当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、平成26年１月23日付で本新株予約権の買取に関

する契約を締結しております。本新株予約権買取契約において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、

当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が

定められております。また、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社とＳＭＢＣ日興証券株式

会社との間において本新株予約権の行使プロセス等について取り決めたファシリティ契約を締結

しております。

　本ファシリティ契約において、平成26年１月27日から平成27年10月31日までの期間（ファシリ

ティ特約期間）においては、原則として当社が行使要請を行った場合に限り、本新株予約権の行

使を可能とすること、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、当社の要請に従い、本新株予約権を行使す

るよう最大限努力すること等を規定しております。

（13）使途   
平成29年３月までに大阪本社のシステム及び機械設備の改修投資資金、天理流通センターの改

修投資資金、商品仕入資金に充当する予定です。なお、残額が生じた場合は平成28年３月までに

商品仕入資金に追加充当いたします。
 

　

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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なぎさ監査法人

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　西　 井　　博　 生　　　印

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　 平　　　豊 　　　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年２月３日

株式会社プロルート丸光

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　

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25年３月21日から平成26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25年９月21日から平成25年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年３月21日から平

成25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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

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25年12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表

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。

　

強調事項

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成26年１月７日開催の取締役会決議に基づき、平成26年１月

24日付で、第三者割当による第１回新株予約権の発行を行っている。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

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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