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平成２１年３月期 決算短信 
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上 場 会 社 名 株式会社プロルート丸光 上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ８２５６ ＵＲＬ http://www.proroute.co.jp 
代 表 者  （役職名）代表取締役社長 （氏名）前田 佳央 
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理本部長 （氏名）原田 一美 TEL 06(6262)0303 
定時株主総会開催予定日 平成21年６月17日 配当支払開始予定日 平成21年６月18日 
有価証券報告書提出予定日 平成21年６月18日 

 
（百万円未満切捨て） 

１．21年３月期の連結業績（平成20年３月21日～平成21年３月20日） 

（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 ％

21年３月期  31,727 (△10.4)  829 (△35.6)  725 (△38.7)  353 (△46.0)

20年３月期  35,428 (△3.9)  1,288 (△14.7)  1,182 (△15.2)  654 (6.1)

 
 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  ％  ％  ％

21年３月期  19 47 ― 5.0 3.6 2.6 

20年３月期  36 00 ― 9.5 5.6 3.6 

(参考) 持分法投資損益 21年３月期  ―百万円 20年３月期  ―百万円 
 
（２）連結財政状態 

 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

21年３月期 19,631 7,040 35.9  388 97 

20年３月期 20,980 7,070 33.7  388 73 

(参考) 自己資本 21年３月期 7,040百万円 20年３月期 7,070百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 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 

21年３月期 627 196 △993 810 

20年３月期 1,616 △81 △1,387 980 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中 間 期 末 期 末 年 間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

20年３月期 ― 15 00 15 00 272 41.7 3.9 

21年３月期 ― 15 00 15 00 271 77.0 3.9 

22年３月期 
（予想） ― 15 00 15 00  67.9  

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

（％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間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 
連結累計期間 

 15,300 (△7.6)  360 (△36.5)  300 (△42.1)  170 (△39.6)  9 39 

通 期  31,500 (△0.7)  820 (△1.2)  700 (△3.5)  400 (13.1)  22 10 



㈱プロルート丸光（8256） 平成 21 年３月期 決算短信 

- 2 - 

 
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）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更 無 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期 18,399,340株 20年３月期 18,399,340株 
② 期末自己株式数 21年３月期 297,867株 20年３月期 210,135株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、14ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
 

（参考）個別業績の概要 
 

１．21年3月期の個別業績（平成20年３月21日～平成21年３月20日） 

（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 ％

21年３月期  30,446 (△10.5)  867 (△33.0)  765 (△35.5)  432 (△37.5)

20年３月期  34,006 (△3.9)  1,294 (△12.7)  1,186 (△13.4)  692 (16.3)
 
 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

21年３月期  23 81 ― 

20年３月期  38 06 ― 

 
（２）個別財政状態 

 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

21年３月期 19,576 7,126 36.4  393 71 

20年３月期 20,802 7,077 34.0  389 11 

 (参考) 自己資本 21年３月期 7,126百万円 20年３月期 7,077百万円 

 
２．22年３月期の個別業績予想（平成21年３月21日～平成22年３月20日） 

（％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間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 
累計期間 

 14,800 (△6.8)  370 (△35.9)  310 (△41.5)  180 (△41.9)  9 94 

通 期  30,500 (0.2)  820 (△5.4)  700 (△8.5)  400 (△7.5)  22 10 

 
 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「１．

経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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定性的情報・財務諸表等 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（イ）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱や世界同時不況の影響などにより企業業績は急激に悪化し、景気の後退が鮮明になって

おります。 

当社が属する衣服・身の回り品の業界にあっても、年間を通じての天候不順、さらには特に後

半の景況感の異常な悪化により、消費者が単なる節約志向の水準にとどまらない生活防衛のため

の慎重な消費行動にシフトし、かつて無い困難な環境におかれることになりました。 

そのような状況のもと、当社グループにおきましては、基幹事業の前売卸業については、業界

トップを目指すべく、下記の重点方針、すなわち 

１. 新しい事業構築である「ネット市場」および「首都圏市場」の開発による成長基盤の構築 

２. 新たな販売先の開拓、新たな商品開発、業態にあった新たな「売り方」を構築することで、

市場創出による事業拡大の実現 

等に取り組み、来期へ繋がる一定の成果を上げることができました。 

しかしながら、前述のような状況を打破するまでには至らず、目標数値を下回る結果となりま

した。 

また、子会社における小売事業においても、前述の経済環境がより直接的に影響し、厳しい営

業成績となりました。また、業績回復が望めない不採算店については店舗閉鎖に踏み切ったこと

から、特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 317 億 27 百万円（前年同期比 10.4％減）、営業利益は

8 億 29 百万円（同 35.6％減）、経常利益は 7 億 25 百万円（同 38.7％減）、当期純利益は 3 億 53

百万円（同 46.0％減）となりました。 

 

（ロ）次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、依然として個人消費の停滞が予想されるなど、経営環境は先行

き不透明感が継続するものと思われます。 

このような状況のもと、前売卸部門では『顧客ニーズの対応力強化』をベースとして、『新たな

仕掛で売上拡大・営業効率向上で収益拡大』を今期の営業政策の柱として、全国の生活衣料業態

に対応した適時･適品･適価対応の常設展示場の強化、２年目になる首都圏拡大のアパレル事業推

進、時代の成長業態であるネット事業拡大をはじめ、前売卸問屋として商品差別化特性を出せる

プライベートブランドにも引き続き取り組んでまいります。 

子会社の小売部門におきましては、不採算店の店舗閉鎖の実施などにより引き続き経営効率化

につとめてまいります。 

次期の見通しにつきましては、売上高 315 億円（前年同期比 0.7％減）、営業利益 8 億 20 百万

円（同 1.2％減）、経常利益 7 億円（同 3.5％減）、当期純利益 4 億円（同 13.1％増）を見込んで

おります。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 14.4％減少し、4,252 百万円となりました。これは主

として売掛金が 467 百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 4.0％減少し、15,378 百万円となりました。これは主

として有形固定資産が 489 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 6.4％減少し、19,631 百万円となりました。 

 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 8.6％減少し、9,730 百万円となりました。これは主と

して未払法人税等が 415 百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 12.4％減少し、2,859 百万円となりました。これは主

として長期借入金が 463 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 9.5％減少し、12,590 百万円となりました。 

 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 0.4％減少し、7,040 百万円となりました。これは主

としてその他有価証券評価差額金が 83 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 169 百万円減少し、810 百万円となりました。 

 

（イ）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 627 百万円（前年同期比 61.2％減）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 697 百万円、売上債権の減少額 467 百万円であり、

支出の主な内訳は、仕入債務の減少額 230 百万円、利息の支払額 153 百万円です。 

 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は 196 百万円となりました。 

収入の主な内訳は、固定資産の売却による 217 百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の

取得による 58 百万円です。 

 

（ハ）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 993 百万円（前年同期比 28.4％減）となりました。 

支出の主な内訳は、長期借入金の返済による 693 百万円、配当金の支払額 272 百万円です。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 
平成 21 年３月期 

（当連結会計年度）

自己資本比率（％） 31.6 33.7 35.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 38.1 29.0 31.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 7.5 6.4 15.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.7 9.7 4.1 

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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。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

策も検討してまいります。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 20 年６月 12 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

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 

以上３項目につきましては、平成 19 年３月期中間決算短信（連結）（平成 18 年 11 月 7 日開示）に

より開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該中間決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.proroute.co.jp/tousika/tousika.html 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

（４）会社の対処すべき課題 

巨大な市場規模を持つ衣料品業界で、流通過程の川中に位置する前売卸業にとってその独自のシス

テム・機能の持つ利便性はまだまだ発展の可能性を秘めております。そのような業界の中にあって市

場から認知され、さらに選別を受け勝ち残る企業であり続けるため、事業の原点に帰り、「営業拡大

と営業効率」を今期の当社グループ方針とし、「繋ぎます ファーストコール運動」をスローガンと

して掲げ、以下のような課題に対処してまいります。 

① オリジナルブランドでの商品力強化 

当社のプライベートブランドによるオリジナル商品を開発し、同業他社との差別化をはかって

まいります。 

② 新規の顧客及び仕入先開拓 

前売卸業では一社でも多くの顧客に売場へ足を運んでもらうことが収益に直結します。従来の

顧客には来店頻度を高めてもらい、新規顧客については東京市場のニーズに合致したアパレル事

業の推進等により特に関東を中心とした大都市圏の開拓を行い、延べ来店客数の大幅増を目指し

ます。一方で、商品力強化のために創造力ある新規メーカーの開拓活動にもより積極的に取組ん

でまいります。 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しておりますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」において記載された事項と内容が重複しますので、記載を省略しま

す。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

当社代表取締役会長の前田辰夫が代表取締役を務める(株)タオエンタープライズに対し、資金の融

資、商品の仕入れを行っておりますが、取締役会決議による二社間の取引基本契約に基づくガイドラ

インを遵守しております。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

 

前連結会計年度 

(平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 20 日) 
比較増減 

区 分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

( 資 産 の 部 )    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  980,303 810,473  △169,830

２ 売掛金  2,636,987 2,169,441  △467,545

３ 商品  1,114,833 1,104,029  △10,804

４ 貯蔵品  6,981 7,647  666

５ 繰延税金資産  151,346 110,931  △40,415

６ その他  88,092 62,432  △25,660

７ 貸倒引当金  △12,840 △12,234  606

流動資産合計  4,965,703 23.7 4,252,720 21.7 △712,983

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 6,697,398 6,551,652   

減価償却累計額 2,798,882 3,898,516 2,974,310 3,577,342  △321,174

(2) 機械装置及び運搬具 522,972 522,972   

減価償却累計額 455,140 67,831 469,485 53,487  △14,344

(3) 工具･器具･備品 922,723  797,561   

減価償却累計額 610,651 312,071 518,631 278,929  △33,141

(4) 土地  10,065,754 9,944,960  △120,794

有形固定資産合計  14,344,174 68.3 13,854,719 70.6 △489,455

２ 無形固定資産      

(1) ソフトウェア  42,254 35,738  △6,516

(2) 電話加入権  11,696 11,696  ―

(3) その他  302 202  △100

無形固定資産合計  54,253 0.3 47,637 0.2 △6,616

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  445,362 367,102  △78,259

(2) 長期貸付金  196,000 172,000  △24,000

(3) 繰延税金資産  370,859 378,882  8,022

(4) 差入保証金  685,386 641,963  △43,422

(5) その他  56,013 52,854  △3,159

(6) 貸倒引当金  △136,887 △136,815  72

投資その他の資産合計  1,616,734 7.7 1,475,988 7.5 △140,746

固定資産合計  16,015,162 76.3 15,378,345 78.3 △636,817

資 産 合 計  20,980,866 100.0 19,631,066 100.0 △1,349,800
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前連結会計年度 

(平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 20 日) 
比較増減 

区 分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

( 負 債 の 部 )    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  1,231,601 1,000,734  △230,867

２ 短期借入金  7,430,000 7,430,000  ―

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 693,600 463,600  △230,000

４ 未払法人税等  488,181 72,354  △415,827

５ 未払消費税等  62,430 38,082  △24,348

６ 賞与引当金  225,490 203,223  △22,267

７ その他  516,005 522,812  6,807

流動負債合計  10,647,309 50.7 9,730,805 49.6 △916,503

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  2,249,200 1,785,600  △463,600

２ 退職給付引当金  876,831 918,182  41,351

３ 役員退職慰労引当金  33,717 52,583  18,865

４ その他  103,142 103,021  △120

固定負債合計  3,262,890 15.6 2,859,387 14.5 △403,503

負 債 合 計  13,910,200 66.3 12,590,193 64.1 △1,320,007

    

(純 資 産 の 部 )    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,861,940 8.9 1,861,940 9.5 ―

２ 資本剰余金  1,456,450 6.9 1,456,450 7.4 ―

３ 利益剰余金  3,623,436 17.3 3,704,117 18.9 80,681

４ 自己株式  △94,126 △0.5 △120,814 △0.6 △26,687

株主資本合計  6,847,699 32.6 6,901,693 35.2 53,993

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

 222,966 1.1 139,179 0.7 △83,787

評価・換算差額等合計  222,966 1.1 139,179 0.7 △83,787

Ⅲ 少数株主持分  ― ― ― ― ―

純 資 産 合 計  7,070,666 33.7 7,040,872 35.9 △29,793

負 債 純 資 産 合 計  20,980,866 100.0 19,631,066 100.0 △1,349,800
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（２）連結損益計算書 

 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

比較増減 

区 分 金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  35,428,700 100.0 31,727,842 100.0 △3,700,858

Ⅱ 売上原価  27,681,745 78.2 24,594,596 77.5 △3,087,149

売上総利益  7,746,954 21.8 7,133,245 22.5 △613,708

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,458,579 18.2 6,303,588 19.9 △154,990

営業利益  1,288,375 3.6 829,657 2.6 △458,718

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 10,162 9,033   

２ 受取配当金 8,013 6,906   

３ その他 50,509 68,685 0.2 38,002 53,942 0.2 △14,743

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 169,218 153,161   

２ その他 4,893 174,111 0.5 5,385 158,546 0.5 △15,565

経常利益  1,182,948 3.3 725,052 2.3 △457,896

Ⅵ 特別利益    

１ 賞与引当金戻入益 ― 11,591   

２ 固定資産売却益 ― 1,720   

３ 貸倒引当金戻入益 499 678   

４ その他 ― 499 0.0 149 14,139 0.0 13,640

Ⅶ 特別損失    

１ 店舗撤退損 9,102 19,342   

２ 減損損失 ― 13,669   

３ 固定資産除却損 18,628 8,096    

４ その他 ― 27,730 0.1 703 41,811 0.1 14,080

税金等調整前当期純利益  1,155,717 3.2 697,380 2.2 △458,336

法人税、住民税及び事業税 510,135 315,258   

法人税等調整額 △9,316 500,819 1.4 28,603 343,861 1.1 △156,957

当 期 純 利 益  654,898 1.8 353,519 1.1 △301,379
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 1,456,450 3,241,385 △93,868 6,465,906 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △272,847  △272,847 

当期純利益   654,898  654,898 

自己株式の取得    △257 △257 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

  382,051 △257 381,793 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 1,456,450 3,623,436 △94,126 6,847,699 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 19 年３月 20 日残高（千円） 296,486 296,486 ― 6,762,392 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △272,847 

当期純利益    654,898 

自己株式の取得    △257 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

△73,519 △73,519  △73,519 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△73,519 △73,519  308,273 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 222,966 222,966 ― 7,070,666 
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当連結会計年度（自 平成 20 年３月 21 日 至 平成 21 年３月 20 日） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 1,456,450 3,623,436 △94,126 6,847,699 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △272,838  △272,838 

当期純利益   353,519  353,519 

自己株式の取得    △26,687 △26,687 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

  80,681 △26,687 53,993 

平成 21 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 1,456,450 3,704,117 △120,814 6,901,693 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 222,966 222,966 ― 7,070,666 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △272,838 

当期純利益    353,519 

自己株式の取得    △26,687 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

△83,787 △83,787  △83,787 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△83,787 △83,787  △29,793 

平成 21 年３月 20 日残高（千円） 139,179 139,179 ― 7,040,872 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

比較増減 

区 分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 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 1,155,717 697,380 △458,336

減価償却費 330,821 337,037 6,216

固定資産除却損 18,628 8,096 △10,531

固定資産売却損益（△は益） ― △1,720 △1,720

店舗撤退損 9,102 19,342 10,240

減損損失 ― 13,669 13,669

退職給付引当金の増減額 
（△は減少） 

7,117 41,351 34,233

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,908 △22,267 △11,359

受取利息及び受取配当金 △18,176 △15,939 2,236

支払利息 169,218 153,161 △16,056

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,475 △678 18,797

売上債権の増減額（△は増加） 96,821 467,545 370,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,544 10,138 △95,406

仕入債務の増減額（△は減少） 7,814 △230,867 △238,682

その他 25,823 15,718 △10,104

小計 1,878,050 1,491,968 △386,081

利息及び配当金の受取額 18,176 15,939 △2,236

利息の支払額 △166,449 △153,699 12,750

法人税等の支払額 △113,356 △727,014 △613,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,616,420 627,194 △989,225

Ⅱ 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 △121,435 △58,129 63,306

固定資産の売却による収入 ― 217,400 217,400

投資有価証券の取得による支出 △2,907 △2,679 227

投資有価証券の売却による収入 ― 386 386

貸付金の回収による収入 24,000 24,000 ―

出資金の回収による収入 50 500 450

差入保証金の差入による支出 △12,906 △126 12,780

差入保証金の回収による収入 27,622 14,748 △12,874

その他 4,000 ― △4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,576 196,100 277,677

Ⅲ 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） ― ― ―

長期借入金の返済による支出 △1,114,040 △693,600 420,440

自己株式の取得による支出 △257 △26,687 △26,429

配当金の支払額 △272,847 △272,838 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,387,145 △993,125 394,019

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（又は減少額（△）） 

147,698 △169,830 △317,528

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 832,604 980,303 147,698

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 980,303 810,473 △169,830
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（５）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成 20 年６月 12 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

略します。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

該当事項はありません。 

 

（７）追加情報 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

（固定資産の償却可能限度額の廃止に伴う既存資産の残存簿価の会計処理） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却に含めて計上しております。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

1. 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日）及び当連結会計年度（自 平成 20

年３月 21 日 至 平成 21 年３月 20 日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「卸売事業」

の割合がいずれも 90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

2. 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日）及び当連結会計年度（自 平成 20

年３月 21 日 至 平成 21 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。 

 

3. 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日）及び当連結会計年度（自 平成 20

年３月 21 日 至 平成 21 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。 
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（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記

事項については、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、開示を省略します。 

 

（ストック・オプション等） 

（企業結合等） 

以上 2 項目につきましては、該当事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 

項 目 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

1 株当たり純資産額 388.73 円 388.97 円 

1 株当たり当期純利益金額 36.00 円 19.47 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。 

同左 

（注）1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項 目 
前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

連結損益計算書上の当期純利益 654,898 千円 353,519 千円 

普通株式に係る当期純利益 654,898 千円 353,519 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 18,189 千株 18,156 千株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 20 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 20 日） 
比較増減 

区 分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

( 資 産 の 部 )    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  840,653 687,265  △153,387

２ 売掛金  2,588,281 2,134,817  △453,463

３ 商品  1,006,068 1,010,697  4,629

４ 貯蔵品  3,276 4,501  1,225

５ 前渡金  4,333 6,533  2,199

６ 前払費用  24,417 21,009  △3,408

７ 繰延税金資産  149,885 110,931  △38,954

８ 短期貸付金  24,000 24,000  ―

９ 未収入金  1,551 1,389  △162

10 その他  22,892 5,508  △17,384

11 貸倒引当金  △12,840 △12,234  606

流動資産合計  4,652,520 22.4 3,994,421 20.4 △658,098

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 6,430,171 6,308,127   

減価償却累計額 2,615,879 3,814,292 2,774,748 3,533,378  △280,913

(2) 構築物 121,919 121,919   

減価償却累計額 109,777 12,142 114,351 7,568  △4,574

(3) 機械装置 518,895 518,895   

減価償却累計額 451,536 67,358 465,611 53,283  △14,075

(4) 車両運搬具 4,077 4,077   

減価償却累計額 3,604 473 3,873 203  △269

(5) 工具･器具･備品 853,317 733,249   

減価償却累計額 566,051 287,265 470,027 263,221  △24,043

(6) 土地  10,065,754 9,944,960  △120,794

有形固定資産合計  14,247,287 68.5 13,802,616 70.5 △444,670

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  38,652 32,571  △6,080

(2) 電話加入権  9,762 9,762  ―

無形固定資産合計  48,414 0.2 42,333 0.2 △6,080
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前事業年度 

（平成 20 年３月 20 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 20 日） 
比較増減 

区 分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  445,362 367,102  △78,259

(2) 関係会社株式  240,722 240,722  ―

(3) 出資金  6,249 5,749  △500

(4) 破産更正債権等  14,887 14,815  △72

(5) 長期前払費用  34,777 32,189  △2,587

(6) 繰延税金資産  367,439 378,882  11,442

(7) 差入保証金  486,212 462,338  △23,874

(8) 関係会社長期貸付金  200,000 200,000  ―

(9) 長期貸付金  196,000 172,000  △24,000

(10) 貸倒引当金  △136,887 △136,815  72

投資その他の資産合計  1,854,763 8.9 1,736,985 8.9 △117,777

固定資産合計  16,150,464 77.6 15,581,935 79.6 △568,529

資 産 合 計  20,802,985 100.0 19,576,357 100.0 △1,226,627
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前事業年度 

（平成 20 年３月 20 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 20 日） 
比較増減 

区 分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

( 負 債 の 部 )    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金 1,091,264 901,715   △189,548

２ 短期借入金 7,430,000 7,430,000   ―

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

693,600 463,600   △230,000

４ 未払金 47,382 70,863   23,481

５ 未払法人税等 483,729 69,460   △414,269

６ 未払消費税等 61,843 33,071   △28,772

７ 未払費用 355,890 355,572   △317

８ 前受金 43,147 41,014   △2,133

９ 預り金 13,708 3,879   △9,828

10 賞与引当金 222,240 201,280   △20,960

11 その他 28,164 28,164   ―

流動負債合計  10,470,970 50.3 9,598,622 49.0 △872,348

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 2,249,200 1,785,600   △463,600

２ 退職給付引当金 876,831 918,182   41,351

３ 役員退職慰労引当金 33,717 52,583   18,865

４ 預り保証金 94,590 94,620   30

固定負債合計  3,254,338 15.7 2,850,985 14.6 △403,353

負 債 合 計  13,725,309 66.0 12,449,608 63.6 △1,275,701

(純 資 産 の 部 )    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,861,940 9.0 1,861,940 9.5 ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金 465,485 465,485   ―

(2) その他資本剰余金 990,965 990,965   ―

資本剰余金合計  1,456,450 7.0 1,456,450 7.4 ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

別途積立金 2,800,000 3,300,000   500,000

繰越利益剰余金 830,445 489,993   △340,452

利益剰余金合計  3,630,445 17.5 3,789,993 19.4 159,547

４ 自己株式  △94,126 △0.5 △120,814 △0.6 △26,687

株主資本合計  6,854,709 33.0 6,987,569 35.7 132,860

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
差額金 

 222,966 1.0 139,179 0.7 △83,787

評価・換算差額等合計  222,966 1.0 139,179 0.7 △83,787

純 資 産 合 計  7,077,675 34.0 7,126,748 36.4 49,073

負債純資産合計  20,802,985 100.0 19,576,357 100.0 △1,226,627
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（２）損益計算書 

 

前事業年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

比較増減 

区 分 金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  34,006,998 100.0 30,446,691 100.0 △3,560,306

Ⅱ 売上原価  26,850,258 79.0 23,853,686 78.4 △2,996,572

売上総利益  7,156,739 21.0 6,593,005 21.6 △563,733

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,861,843 17.2 5,725,884 18.8 △135,959

営業利益  1,294,895 3.8 867,121 2.8 △427,774

Ⅳ 営業外収益  65,567 0.2 56,535 0.2 △9,032

Ⅴ 営業外費用  173,644 0.5 158,415 0.5 △15,228

経常利益  1,186,819 3.5 765,241 2.5 △421,577

Ⅵ 特別利益  499 0.0 12,160 0.0 11,661

Ⅶ 特別損失  30 0.0 7,819 0.0 7,788

税引前当期純利益  1,187,288 3.5 769,582 2.5 △417,705

法人税、住民税及び事業税 508,244 313,475  

法人税等調整額 △13,191 495,053 1.5 23,722 337,197 1.1 △157,856

当期純利益  692,234 2.0 432,385 1.4 △259,848
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成 19 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 465,485 990,965 1,456,450 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

別途積立金の積立     

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計（千円）     

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 465,485 990,965 1,456,450 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 20 日残高（千円） 2,500,000 711,059 3,211,059 △93,868 6,435,580 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当  △272,847 △272,847  △272,847 

当期純利益  692,234 692,234  692,234 

自己株式の取得    △257 △257 

別途積立金の積立 300,000 △300,000    

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

     

事業年度中の変動額合計（千円） 300,000 119,386 419,386 △257 419,128 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 2,800,000 830,445 3,630,445 △94,126 6,854,709 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 20 日残高（千円） 296,486 296,486 6,732,066 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △272,847 

当期純利益   692,234 

自己株式の取得   △257 

別途積立金の積立    

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

△73,519 △73,519 △73,519 

事業年度中の変動額合計（千円） △73,519 △73,519 345,609 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 222,966 222,966 7,077,675 
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当事業年度（自 平成 20 年３月 21 日 至 平成 21 年３月 20 日） 

株 主 資 本 

資本剰余金  
資 本 金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 465,485 990,965 1,456,450 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

別途積立金の積立     

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計（千円）     

平成 21 年３月 20 日残高（千円） 1,861,940 465,485 990,965 1,456,450 

 

株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 
 

別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 2,800,000 830,445 3,630,445 △94,126 6,854,709 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当  △272,838 △272,838  △272,838 

当期純利益  432,385 432,385  432,385 

自己株式の取得    △26,687 △26,687 

別途積立金の積立 500,000 △500,000    

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

     

事業年度中の変動額合計（千円） 500,000 △340,452 159,547 △26,687 132,860 

平成 21 年３月 20 日残高（千円） 3,300,000 489,993 3,789,993 △120,814 6,987,569 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 20 年３月 20 日残高（千円） 222,966 222,966 7,077,675 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △272,838 

当期純利益   432,385 

自己株式の取得   △26,687 

別途積立金の積立    

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

△83,787 △83,787 △83,787 

事業年度中の変動額合計（千円） △83,787 △83,787 49,073 

平成 21 年３月 20 日残高（千円） 139,179 139,179 7,126,748 
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商 品 別 売 上 高           

（単位：千円） 

前事業年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

比較増減 

（△は減少） 商 品 種 別 

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 3,042,073 8.9 3,254,855 10.7 212,782 7.0

実 用 衣 料 6,009,916 17.7 5,560,215 18.3 △449,701 △7.5

紳 士 外 着 3,203,615 9.4 2,671,822 8.8 △531,793 △16.6

子供・ベビー外着 1,249,338 3.7 859,866 2.8 △389,472 △31.2

婦 人 外 着 16,004,244 47.1 14,693,632 48.3 △1,310,612 △8.2

服 飾 雑 貨 3,413,668 10.0 3,059,059 10.0 △354,609 △10.4

そ の 他 1,084,144 3.2 347,242 1.1 △736,902 △68.0

合 計 34,006,998 100.0 30,446,691 100.0 △3,560,307 △10.5

 

 

以 上 


