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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 23,841 △10.5 △568 ― △744 ― △1,208 ―
22年3月期 26,644 △16.0 259 △68.7 96 △86.7 164 △53.5

（注）包括利益 23年3月期 ―百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △67.40 ― △19.7 △3.9 △2.4
22年3月期 9.10 ― 2.4 0.5 1.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 18,223 5,403 29.7 302.14
22年3月期 19,677 6,908 35.1 381.95

（参考） 自己資本   23年3月期  5,403百万円 22年3月期  6,899百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 123 △106 △439 733
22年3月期 134 △146 359 1,156

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 180 109.9 2.6
23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 53 ― 0.9
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 205.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 10,212 △14.8 △190 ― △241 ― △130 ― △7.27
通期 22,096 △7.3 10 ― △112 ― 26 ― 1.45



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 無
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 18,399,340 株 22年3月期 18,399,340 株
② 期末自己株式数 23年3月期 513,701 株 22年3月期 336,272 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 17,934,177 株 22年3月期 18,071,486 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 22,528 △11.9 △233 ― △400 ― △1,081 ―
22年3月期 25,559 △16.1 278 △67.9 118 △84.5 206 △52.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △60.28 ―
22年3月期 11.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 18,371 5,660 30.8 316.51
22年3月期 19,706 7,027 35.7 389.04

（参考） 自己資本 23年3月期  5,660百万円 22年3月期  7,027百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、添付資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 9,817 △13.0 △206 ― △89 ― △4.98
通期 21,250 △5.7 △90 ― 61 ― 3.41
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの、厳しい雇用情勢

や所得環境、急激な円高や長引くデフレ経済などにより、景気の先行き不透明感は払拭されないまま

推移しました。 

 当社グループの属する衣服・身の回り品業界におきましては、秋以降から穏やかな回復の兆しが見

られましたが、消費者の節約志向は依然として根強く、また、記録的な猛暑・残暑や暖冬といった天

候不順の影響も重なり、厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、主幹事業であります卸売事業の成長基盤を

強化するために、『売場総合力の強化』と『有力顧客への販売拡大』を掲げ、海外からの直貿等によ

る商品調達力強化や、新規の顧客、メーカー開発等に取り組んでまいりました。 

 その結果、地方大型店、セット事業、ネット小売店への販売拡大においては一定の成果が見受けら

れたものの、厳しい経営環境を覆すに至らず、子会社を含め、目標数値に到達することが出来ません

でした。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は238億41百万円（前年同期比10.5％減）、営業損失は5億68

百万円（前年同期は営業利益2億59百万円）、経常損失は7億44百万円（前年同期は経常利益96百万

円）、当期純損失は繰延税金資産の取り崩し等により12億8百万円（前年同期は当期純利益1億64百万

円）と、誠に不本意な結果となりました。 

  

事業の種類別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） 

当社並びに昨年２月に設立いたしました株式会社グローバルルートを合算した売上高は、233億24

百万円（前年同期比8.8％減）、営業損失は4億88百万円（前年同期は営業利益2億63百万円）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売上高は、不採算店舗の撤退や震災の影響もあり5

億17百万円（前年同期比51.4％減）、営業損失は81百万円（前年同期は営業損失3百万円）となりま

した。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、震災等の影響は計り知れず、かつてない厳しい局面が予想されま

す。しかしながら、当社事業である「前売卸売業」は本来、適品を適時に適価で提供し、こうした厳

しい環境であるほど、小売業のお役に立てるものと考えます。創業111年目となる次期は、以下に注

力してまいります。 

 東日本地区に対しては、顧客訪問活動を強化し、特に被災地区の小売店様には商品、情報、物流

等、多面的な支援を継続してまいります。西日本地区に対しては、顧客単位での販売担当の設置や顧

客開拓担当を増員し販売強化を図ります。 

 商品展開においては、「アラフォー」世代に向けた商品強化と「ヤング」向け商品の見直しを推し

進めてまいります。セット事業においては、従来の単品提案からよりトータルコーディネイト提案の

拡充を図り、好評のアウトレット事業については拡大強化を図ってまいります。 

 また、経営資源を見直し、商品調達、販売面の機能分化を明確にした組織再編を実施するととも

に、営業支援推進の新規部門を創設し、事業創出や物流改革に着手して事業効率向上を図ってまいり

ます。 

 連結子会社サンマールにおいては、メンズのトラッドショップ「ケントハウス」に資源集中し、調

達ルートの見直し等を図りながら認知度を上げ、飛躍の足がかりを築いてまいります。 

 また、輸入代行業務を主体とする連結子会社グローバルルートは、設立２年目を迎え、海外からの

直輸入商品を大幅に増加し、価格面でのメリット強化を図ると共に、当連結会計年度末日後に譲り受

けた事業を有効に活用し拡販を図ってまいります。 

 次期の連結業績予想につきましては、売上高220億96百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益10百

万円、経常損失1億12百万円、当期純利益26百万円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(流動資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて27.2％減少し、36億22百万円となりました。これは主とし

て現金及び預金が4億23百万円、売掛金が4億18百万円減少したことなどによります。（なお、現金及

び預金の増減の詳しい内容につきましては、14ページの連結キャッシュ・フロー計算書をご参照くだ

さい。） 

(固定資産) 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、146億円となりました。これは主としてリー

ス資産が2億83百万円増加する一方で、繰延税金資産が2億89百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて7.4％減少し、182億23百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(流動負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.4％増加し、62億4百万円となりました。これは主として

短期借入金が2億円、１年内償還予定の社債が1億44百万円増加したことなどによります。 

(固定負債) 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、66億14百万円となりました。これは主とし

て社債が6億14百万円増加する一方で、長期借入金が11億99百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、128億19百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて21.8％減少し、54億3百万円となりました。これは主と

して利益剰余金が13億89百万円減少したことなどによります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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4億23百万円減少し、当連結会計年度末には、7億33百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主要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) 

営業活動の結果得られた資金は1億23百万円（前連結会計年度比8.1％減）となりました。収入の

主な内訳は、売上債権の減少4億18百万円、減価償却費3億55百万円であり、支出の主な内訳は、税

金等調整前当期純損失7億62百万円であります。 

(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1億6百万円（前連結会計年度比27.7％減）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54百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得に

よる支出1億3百万円、差入保証金の差入による支出55百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は4億39百万円（前連結会計年度は3億59百万円の収入）となりまし

た。収入の主な内訳は、社債の発行による収入10億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返

済による支出11億9百万円、社債の償還による支出2億42百万円、配当金の支払額1億80百万円であ

ります。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としています。 

  

当社は、株主の皆様への継続的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本

としつつ、企業基盤の強化及び今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしてお

ります。 

当期も衣料品市場の低迷や天候不順等が重なり、当社の当期経常損失は4億円と厳しい結果となりま

した。また、次期における経常損失は前述のとおり90百万円（当期純利益は61百万円）を見込んでおり

ますが、引き続き配当性向を出来る限り高め、株主の皆様への配当還元を行ってまいります。 

また、キャッシュ・フローの状況に応じた自己株式の取得による株主還元策も行ってまいります（平

成23年４月20日付で開示しております「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照く

ださい）。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期
平成23年３月期
(当連結会計年度)

自己資本比率(％) 31.6 33.7 35.9 35.1 29.7

時価ベースの自己資本比率(％) 38.1 29.0 31.4 28.8 15.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(倍)

7.5 6.4 15.4 77.0 82.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

8.7 9.7 4.1 0.8 0.8

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社（株式会社プロルート丸光）、及び連結子会社２社（株式会社サンマール及び

株式会社グローバルルート）により構成されており、各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等の販

売を主たる業務としております。 

当社グループ内の位置付けは次のとおりであります。 

  

（１）卸売事業 

財務諸表提出会社 

株式会社プロルート丸光（以下「当社」という）は各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等

の卸売り販売を行っております。 

  

株式会社グローバルルート（連結子会社） 

当社のグローバル戦略として、海外の供給体制の確立及び販売圏の拡大を図ることを目的に、株

式会社タオエンタープライズとの共同出資により設立したものであります。株式会社タオエンター

プライズと当社のための衣料品の輸入卸を行っております。出資比率は当社90％、株式会社タオエ

ンタープライズ10％であります。 

  

株式会社タオエンタープライズ（関連当事者） 

紳士・婦人・子供服の企画・生産を行っており、当社の業務提携先で商品の仕入れを行っており

ます。なお、当社役員の近親者が、議決権の100％を直接所有しております。 

(注) 株式会社タオエンタープライズは、大阪地方裁判所に対し平成23年３月25日付で特別清算

を申請し、平成23年４月14日付で同裁判所より特別清算開始決定を受けております。 

  

（２）小売事業 

株式会社サンマール（連結子会社） 

紳士及び婦人専門店として関東を中心にした店舗展開で、紳士服、婦人服、服飾雑貨等の小売販

売を行っております。なお、商品仕入は主として当社グループ外から行っておりますが、一部下図

のように当社からも行っております。 

  

２．企業集団の状況
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

  
 

  

(注) 株式会社タオエンタープライズは、大阪地方裁判所に対し平成23年３月25日付で特別清算

を申請し、平成23年４月14日付で同裁判所より特別清算開始決定を受けております。 
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当社は、小売店の方々に市場動向をふまえた半歩先の商品を提供するため、創造的メーカーと共に挑

戦を続ける卸売業であることを基本理念にし、当社グループ全体においては、これを基本に業容拡大し

てまいります。小売業、消費者、取引先、株主の皆様等、すべてのステークホルダーからご満足いただ

ける企業グループを目指しています。 

  

当社グループは、収益性を重視し、「売上高経常利益率」を重要な指標としています。売上の拡大と

効率的経営を推進して、指標の向上を図ります。 

  

基幹となる前売卸売事業は、組織再編等により経営効率の向上を図り、より筋肉質な経営体質を構築

すると共に、「商品」「顧客サービス」「ネット事業」における革新的な取り組みを図り、新たな顧

客、市場創出を目指します。また、グループ全体では、人的資源交流等、その結び付きを深めて相乗効

果を創出すると共に、連結子会社における海外生産調達や小売事業強化を図り、業容拡大を目指しま

す。 

  

上記の中長期的な経営戦略を具現化するために、次期の見通しにおいて記載した諸施策を課題として

取り組んでまいります。 

・震災影響を考慮した地区別販売強化 

・機能性商品の開発強化および「アラフォー」世代への商品展開強化 

・セット事業におけるコーデイネイト提案の拡充 

・アウトレット事業の強化 

・商品調達、販売面の機能分化を明確にした組織再編 

・連結子会社サンマールにおける、トラッドショップ「ケントハウス」の拡販 

・連結子会社グローバルルートにおける、海外からの直輸入商品の増加と、連結会計年度末日後に譲り

受けた事業の活用 

  

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,156,994 733,980

売掛金 2,153,642 1,735,079

商品 1,284,720 1,041,965

貯蔵品 5,670 4,918

繰延税金資産 135,541 －

その他 243,317 107,862

貸倒引当金 △1,507 △1,100

流動資産合計 4,978,379 3,622,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,529,872 6,514,014

減価償却累計額 △3,168,164 △3,328,331

建物及び構築物（純額） 3,361,708 3,185,682

機械装置及び運搬具 522,972 522,972

減価償却累計額 △478,130 △487,403

機械装置及び運搬具（純額） 44,842 35,569

工具、器具及び備品 770,395 739,953

減価償却累計額 △554,851 △561,032

工具、器具及び備品（純額） 215,544 178,920

土地 9,944,960 9,944,960

リース資産 － 154,656

減価償却累計額 － △52,347

リース資産（純額） － 102,308

有形固定資産合計 13,567,055 13,447,441

無形固定資産   

ソフトウエア 26,155 24,038

電話加入権 11,696 11,696

リース資産 － 181,235

その他 102 2

無形固定資産合計 37,954 216,973

投資その他の資産   

投資有価証券 359,400 279,783

繰延税金資産 289,631 －

差入保証金 537,247 490,627

その他 48,614 515,904

貸倒引当金 △140,761 △350,225

投資その他の資産合計 1,094,134 936,090

固定資産合計 14,699,144 14,600,504

資産合計 19,677,523 18,223,211
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 964,412 742,295

短期借入金 3,000,000 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,109,884 1,199,584

1年内償還予定の社債 170,000 314,000

リース債務 － 76,657

未払法人税等 15,856 11,435

未払消費税等 2,212 14,340

賞与引当金 122,870 92,161

その他 446,725 554,023

流動負債合計 5,831,960 6,204,496

固定負債   

社債 830,000 1,444,000

長期借入金 5,203,289 4,003,705

リース債務 － 222,204

退職給付引当金 712,990 726,503

役員退職慰労引当金 90,298 103,793

繰延税金負債 － 17,431

その他 100,019 97,131

固定負債合計 6,936,597 6,614,768

負債合計 12,768,558 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 3,597,103 2,207,668

自己株式 △133,774 △178,513

株主資本合計 6,781,718 5,347,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 117,407 57,509

繰延ヘッジ損益 107 △1,108

評価・換算差額等合計 117,515 56,401

少数株主持分 9,731 －

純資産合計 6,908,965 5,403,945

負債純資産合計 19,677,523 18,223,211
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高 26,644,422 23,841,542

売上原価 20,715,637 18,892,510

売上総利益 5,928,784 4,949,032

販売費及び一般管理費 5,669,019 5,517,869

営業利益又は営業損失（△） 259,765 △568,837

営業外収益   

受取利息 8,488 227

受取配当金 5,757 6,311

受取賃貸料 13,128 13,997

法人税等還付加算金 － 5,888

その他 23,694 20,027

営業外収益合計 51,068 46,454

営業外費用   

支払利息 162,014 161,956

社債発行費 23,867 25,568

支払手数料 21,701 19,698

その他 6,590 14,553

営業外費用合計 214,173 221,776

経常利益又は経常損失（△） 96,659 △744,159

特別利益   

賞与引当金戻入額 95,686 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 10,001 4,084

特別利益合計 159,376 30,368

特別損失   

店舗閉鎖損失 6,000 14,040

減損損失 10,846 16,289

固定資産除却損 3,576 624

投資有価証券評価損 4,347 15,762

その他 － 2,100

特別損失合計 24,771 48,816

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

231,265 △762,607

法人税、住民税及び事業税 7,557 6,890

法人税等調整額 59,469 449,037

法人税等合計 67,026 455,928

少数株主損失（△） △268 △9,731

当期純利益又は当期純損失（△） 164,507 △1,208,804
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,861,940 1,861,940

当期末残高 1,861,940 1,861,940

資本剰余金   

前期末残高 1,456,450 1,456,450

当期末残高 1,456,450 1,456,450

利益剰余金   

前期末残高 3,704,117 3,597,103

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 164,507 △1,208,804

当期変動額合計 △107,014 △1,389,434

当期末残高 3,597,103 2,207,668

自己株式   

前期末残高 △120,814 △133,774

当期変動額   

自己株式の取得 △12,960 △44,739

当期変動額合計 △12,960 △44,739

当期末残高 △133,774 △178,513

株主資本合計   

前期末残高 6,901,693 6,781,718

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 164,507 △1,208,804

自己株式の取得 △12,960 △44,739

当期変動額合計 △119,975 △1,434,174

当期末残高 6,781,718 5,347,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 139,179 117,407

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,771 △59,897

当期変動額合計 △21,771 △59,897

当期末残高 117,407 57,509

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 107

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 107 △1,216

当期変動額合計 107 △1,216

当期末残高 107 △1,108
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 139,179 117,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,663 △61,113

当期変動額合計 △21,663 △61,113

当期末残高 117,515 56,401

少数株主持分   

前期末残高 － 9,731

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,731 △9,731

当期変動額合計 9,731 △9,731

当期末残高 9,731 －

純資産合計   

前期末残高 7,040,872 6,908,965

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 164,507 △1,208,804

自己株式の取得 △12,960 △44,739

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,932 △70,845

当期変動額合計 △131,907 △1,505,019

当期末残高 6,908,965 5,403,945
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

231,265 △762,607

減価償却費 302,537 355,830

減損損失 10,846 16,289

固定資産除却損 3,576 624

投資有価証券評価損益（△は益） 4,347 15,762

店舗閉鎖損失 6,000 14,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,781 209,057

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,353 △30,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） △205,191 13,512

受取利息及び受取配当金 △14,245 △6,539

支払利息 162,014 161,956

売上債権の増減額（△は増加） 15,799 418,562

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,163 243,507

仕入債務の増減額（△は減少） △36,321 △222,116

その他 △20,173 △291,677

小計 506,483 135,493

利息及び配当金の受取額 14,245 6,539

利息の支払額 △156,306 △164,167

法人税等の支払額 △230,399 △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 134,023 123,179

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 △79,670 △103,667

投資有価証券の取得による支出 △13,319 △1,702

貸付けによる支出 △81,150 △900

貸付金の回収による収入 276,415 900

出資金の払込による支出 － 80

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 △1,905 △55,355

差入保証金の回収による収入 64,503 54,386

事業譲受による支出 △311,877 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,993 △106,259
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３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） △4,430,000 200,000

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 △936,027 △1,109,884

社債の発行による収入 1,000,000 1,000,000

社債の償還による支出 － △242,000

リース債務の返済による支出 － △62,680

自己株式の取得による支出 △12,960 △44,739

少数株主からの払込みによる収入 10,000 －

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 359,490 △439,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 346,521 △423,014

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期末残高 1,156,994 733,980
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成22年６月17日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省

略しております。 

  

連結財務諸表に関する注記事項のうち以下のものについては、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

なお、当該注記事項に関しては、平成23年６月15日提出予定の有価証券報告書に記載することと

しており、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』

（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧頂くことができます。 

・連結貸借対照表関係 

・連結損益計算書関係 

・連結株主資本等変動計算書関係 

・連結キャッシュ・フロー計算書関係 

・金融商品関係 

・リース取引関係 

・有価証券関係 

・デリバティブ取引関係 

・退職給付関係 

・税効果会計関係 

・賃貸等不動産関係 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(開示の省略)
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前連結会計年度(自 平成21年３月21日 至  平成22年３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。 

  

当連結会計年度(自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日) 

 
(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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は21,870千円であり、その主なものは管理

部門に係る資産であります。 

  

前連結会計年度(自 平成21年３月21日 至  平成22年３月20日)及び 

当連結会計年度(自 平成22年３月21日 至 平成23年３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。 

  

前連結会計年度(自 平成21年３月21日 至  平成22年３月20日)及び 

当連結会計年度(自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

23,324,216 517,326 23,841,542 ─ 23,841,542

 (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 23,344,508 517,326 23,861,835 (20,292) 23,841,542

営業費用 5,230,399 288,068 5,518,467 △598 5,517,869

営業損失（△） △488,384 △81,924 △570,309 1,472 △568,837

Ⅱ  資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 18,160,011 241,369 18,401,381 △178,169 18,223,211

減価償却費 340,481 14,320 354,802 1,028 355,830

減損損失 ― 16,289 16,289 ― 16,289

資本的支出 381,884 49,575 431,459 690 432,149

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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    (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成21年３月21日
至 平成22年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年３月21日
至 平成23年３月20日)

１株当たり純資産額 381.95 円 302.14 円

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

9.10 円 △67.40 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
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。

潜在株式調整後１株当たり当期純損失
金額については、１株当たり当期純損
失であり、また、潜在株式がないた
め、記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成21年３月21日
至 平成22年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年３月21日
至 平成23年３月20日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)

164,507千円 1,208,804千円

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)

164,507千円 1,208,804千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円

普通株式の期中平均株式数 18,071 千株 17,934 千株
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１．営業譲受 

当社の連結子会社である株式会社グローバルルートは、平成23年３月24日付で事業の一部譲受け

を行いました。主な内容は以下のとおりであります。 

(１) 譲受け先企業の名称、譲受けた事業の内容、譲受けを行った主な理由、事業譲受け日及び法

的形式を含む事業譲受けの概要 

 ① 譲受け先企業の名称及び譲受けた事業の内容 

  株式会社タオエンタープライズ 

    海外企画生産輸入事業（企画した商品を輸入し国内得意先へ販売する事業） 

 ② 事業の譲受けを行った主な理由 

  新たな得意先を獲得することで事業の拡大を図り、収益面での寄与が期待できるため 

 ③ 事業の譲受け日 

  平成23年３月24日 

 ④ 法的形式を含む事業譲受けの概要 

   株式会社グローバルルートを譲受け企業とし、株式会社タオエンタープライズから事業の譲

受けを実施しました。 

(２) 譲受けた事業の取得原価及びその内訳 

  譲受けた事業の取得原価  現金及び預金 190,757千円 

(３) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 ① のれん金額 

175,730千円 

 ② 発生原因 

譲受けた事業の今後の展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより

発生したものであります。 

 ③ 償却の方法及び償却期間 

  ７年間で均等償却 

(４) 企業結合日の受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

 資産の金額 

 
 負債の金額 

 
  

(重要な後発事象)

商品 89,234千円

受取手形 18,892千円

売掛金 121,284千円

その他 38,760千円

支払手形 15,170千円

未払金 459,325千円
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２．自己株式の取得 

当社は、平成23年４月27日開催の取締役会において、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、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法

について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。 

  

(１) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

 ① 自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

 ② 取得対象株式の種類 

当社普通株式 

 ③ 取得する株式の総数 

1,800,000株 (上限) 

 ④ 取得する日程 

平成23年４月28日 

 ⑤ 取得価額の総額 

244,800千円 (上限) 

 ⑥ 取得の方法 

大阪証券取引所の立会時間外取引である、自己株式立会外買付取引（Ｊ－ＮＥＴ）による

取得 

(２) 取得日 

平成23年４月28日  

(３) その他 

当社普通株式530,000株（72,080千円）を取得いたしました。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 744,472 570,313

売掛金 2,105,480 1,728,838

商品 961,342 1,002,363

貯蔵品 3,739 3,570

前渡金 5,163 5,914

前払費用 18,594 23,050

繰延税金資産 135,541 －

短期貸付金 735 29,735

未収入金 913 1,555

その他 169,053 39,322

貸倒引当金 △1,150 △1,100

流動資産合計 4,143,886 3,403,563

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,313,529 6,325,880

減価償却累計額 △2,980,171 △3,183,782

建物（純額） 3,333,358 3,142,098

構築物 121,919 121,919

減価償却累計額 △115,662 △117,035

構築物（純額） 6,257 4,883

機械及び装置 518,895 518,895

減価償却累計額 △474,215 △483,448

機械及び装置（純額） 44,679 35,446

車両運搬具 4,077 4,077

減価償却累計額 △3,914 △3,955

車両運搬具（純額） 163 122

工具、器具及び備品 739,182 715,311

減価償却累計額 △528,961 △546,136

工具、器具及び備品（純額） 210,221 169,174

土地 9,944,960 9,944,960

リース資産 － 146,982

減価償却累計額 － △51,580

リース資産（純額） － 95,401

有形固定資産合計 13,539,639 13,392,087

無形固定資産   

ソフトウエア 24,023 18,582

電話加入権 9,762 9,762

リース資産 － 181,235

無形固定資産合計 33,785 209,579
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年３月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 359,400 279,783

関係会社株式 330,722 260,860

出資金 5,739 5,759

破産更生債権等 15,761 12,957

長期前払費用 27,014 37,864

繰延税金資産 289,631 －

差入保証金 431,431 407,370

関係会社長期貸付金 670,000 500,000

貸倒引当金 △140,761 △137,957

投資その他の資産合計 1,988,940 1,366,638

固定資産合計 15,562,365 14,968,306

資産合計 19,706,251 18,371,869

負債の部   

流動負債   

買掛金 900,804 700,241

短期借入金 3,000,000 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,109,884 1,199,584

1年内償還予定の社債 170,000 314,000

リース債務 － 75,046

未払金 22,628 5,070

未払法人税等 13,222 9,922

未払費用 343,745 303,010

前受金 34,601 43,935

預り金 1,725 134,336

賞与引当金 122,870 90,124

その他 28,061 27,316

流動負債合計 5,747,542 6,102,587

固定負債   

社債 830,000 1,444,000

長期借入金 5,203,289 4,003,705

リース債務 － 216,563

退職給付引当金 712,990 726,503

役員退職慰労引当金 90,298 103,793

長期預り保証金 94,810 96,360

繰延税金負債 － 17,431

固定負債合計 6,931,388 6,608,356

負債合計 12,678,930 12,710,943
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,861,940 1,861,940

資本剰余金   

資本準備金 465,485 465,485

その他資本剰余金 990,965 990,965

資本剰余金合計 1,456,450 1,456,450

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 3,400,000 3,400,000

繰越利益剰余金 325,190 △936,460

利益剰余金合計 3,725,190 2,463,539

自己株式 △133,774 △178,513

株主資本合計 6,909,805 5,603,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 117,407 57,509

繰延ヘッジ損益 107 －

評価・換算差額等合計 117,515 57,509

純資産合計 7,027,320 5,660,925

負債純資産合計 19,706,251 18,371,869
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高   

商品売上高 25,559,760 22,528,554

売上高合計 25,559,760 22,528,554

売上原価   

商品期首たな卸高 1,010,697 961,342

当期商品仕入高 20,022,644 17,837,340

合計 21,033,342 18,798,683

商品期末たな卸高 961,342 1,002,363

売上原価合計 20,071,999 17,796,320

売上総利益 5,487,761 4,732,234

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 689,504 664,614

販売促進費 29,036 27,662

旅費 123,563 127,027

広告宣伝費 229,952 226,766

陳列装飾費 49,694 48,047

役員報酬 183,890 168,451

給料 1,643,886 1,543,220

賞与 112,723 95,129

賞与引当金繰入額 122,870 90,124

退職給付費用 222,865 199,597

役員退職慰労引当金繰入額 37,715 13,494

福利厚生費 228,230 228,444

教育研修費 8,422 4,271

交通費 102,530 97,381

交際費 10,824 7,492

通信費 72,608 73,379

事務用品費 54,665 54,013

事業所税 28,061 27,316

租税公課 150,428 156,604

水道光熱費 123,202 122,902

衛生費 65,445 62,542

減価償却費 289,608 338,720

修繕費 135,339 147,200

保険料 27,095 25,696

賃借料 234,570 203,335

雑費 232,645 212,172

販売費及び一般管理費合計 5,209,380 4,965,612

営業利益又は営業損失（△） 278,380 △233,377
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

営業外収益   

受取利息 11,930 8,728

受取配当金 5,757 6,311

受取賃貸料 13,904 14,595

雑収入 22,984 24,915

営業外収益合計 54,577 54,551

営業外費用   

支払利息 160,337 144,706

社債利息 1,677 17,250

社債発行費 23,867 25,568

支払手数料 21,701 19,698

雑損失 6,457 14,394

営業外費用合計 214,040 221,617

経常利益又は経常損失（△） 118,917 △400,443

特別利益   

賞与引当金戻入額 93,743 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 10,001 4,084

特別利益合計 157,433 30,368

特別損失   

子会社株式評価損 － 239,861

固定資産除却損 － 466

投資有価証券評価損 4,347 15,762

特別損失合計 4,347 256,090

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 272,003 △626,165

法人税、住民税及び事業税 5,816 5,816

法人税等調整額 59,469 449,037

法人税等合計 65,285 454,853

当期純利益又は当期純損失（△） 206,718 △1,081,019
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,861,940 1,861,940

当期末残高 1,861,940 1,861,940

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 465,485 465,485

当期末残高 465,485 465,485

その他資本剰余金   

前期末残高 990,965 990,965

当期末残高 990,965 990,965

資本剰余金合計   

前期末残高 1,456,450 1,456,450

当期末残高 1,456,450 1,456,450

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,300,000 3,400,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 －

当期変動額合計 100,000 －

当期末残高 3,400,000 3,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 489,993 325,190

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 206,718 △1,081,019

別途積立金の積立 △100,000 －

当期変動額合計 △164,803 △1,261,650

当期末残高 325,190 △936,460

利益剰余金合計   

前期末残高 3,789,993 3,725,190

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 206,718 △1,081,019

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △64,803 △1,261,650

当期末残高 3,725,190 2,463,539

自己株式   

前期末残高 △120,814 △133,774

当期変動額   

自己株式の取得 △12,960 △44,739

当期変動額合計 △12,960 △44,739

当期末残高 △133,774 △178,513

株式会社プロルート丸光（8256）　平成23年３月期　決算短信

- 26 -



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

株主資本合計   

前期末残高 6,987,569 6,909,805

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 206,718 △1,081,019

自己株式の取得 △12,960 △44,739

当期変動額合計 △77,763 △1,306,389

当期末残高 6,909,805 5,603,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 139,179 117,407

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,771 △59,897

当期変動額合計 △21,771 △59,897

当期末残高 117,407 57,509

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 107

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 107 △107

当期変動額合計 107 △107

当期末残高 107 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 139,179 117,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,663 △60,005

当期変動額合計 △21,663 △60,005

当期末残高 117,515 57,509

純資産合計   

前期末残高 7,126,748 7,027,320

当期変動額   

剰余金の配当 △271,522 △180,630

当期純利益又は当期純損失（△） 206,718 △1,081,019

自己株式の取得 △12,960 △44,739

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,663 △60,005

当期変動額合計 △99,427 △1,366,395

当期末残高 7,027,320 5,660,925
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平成23年６月15日付にて、下記のとおり役員の異動を行う予定です。 

  

① 代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

② その他の取締役の異動 

１．新任取締役候補 

 
  

２．退任予定取締役 

 
  

３．異動予定取締役 

 
  

③ 監査役の異動 

１．新任監査役候補 

 
  

２．退任予定監査役 

 
  

６．その他

（１）役員の異動

（氏名） （新役職） （現役職）

やすだ こういち

安田 康一 取締役管理本部長 管理副本部長

さかい みつお

酒井 光雄 取締役営業本部長 営業副本部長

（氏名） （新役職） （現役職）

はらだ かずみ

原田 一美 ― 常務取締役管理本部長

（氏名） （新役職） （現役職）

にしやま としはる

西山 敏晴 取締役 常務取締役営業本部長

（氏名） （新役職） （現役職）

やまもと けんたろう

山本 健太郎 常勤監査役 営業第４部・第８部マネジャー

（氏名） （新役職） （現役職）

しおかわ ひであき

塩川 秀明 ― 常勤監査役
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（２）商品別売上高

商品種別

前事業年度 当事業年度
比較増減

（△は減少）(自 平成21年３月21日
 至 平成22年３月20日)

(自 平成22年３月21日
至 平成23年３月20日)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前期比

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

寝具・インテリア 2,892,517 11.3 2,460,516 10.9 △432,001 △14.9

実 用 衣 料 4,796,629 18.8 4,367,086 19.4 △429,543 △9.0

紳 士 外 着 2,004,367 7.8 1,775,691 7.9 △228,676 △11.4

子供・ベビー外着 604,194 2.4 513,825 2.3 △90,369 △15.0

婦 人 外 着 12,220,103 47.8 10,640,511 47.2 △1,579,592 △12.9

服 飾 雑 貨 2,651,750 10.4 2,544,965 11.3 △106,785 △4.0

そ  の  他 390,200 1.5 225,960 1.0 △164,240 △42.1

合   計 25,559,760 100.0 22,528,554 100.0 △3,031,206 △11.9
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