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  （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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

 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。  

 (注） 従業員数は就業人員であり、パートナー社員（１日１人８時間換算）は、当第２四半期連結会計期間の平均人
員を（ ）外数で記載しております。 

（注）１. 当社の従業員は、㈱ラルズ、㈱福原、㈱ふじ及び㈱東光ストアからの出向者であります。 
        ２. 従業員数は就業人員であり、パートナー社員（１日１人８時間換算）は、当第２四半期会計期間の平均人員

を（ ）外数で記載しております。 

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49期 

第２四半期連結
累計期間 

第50期 
第２四半期連結

累計期間 

第49期 
第２四半期連結

会計期間 

第50期 
第２四半期連結 

会計期間 
第49期 

会計期間 

自平成21年 
３月１日 

至平成21年 
８月31日 

自平成22年 
３月１日 

至平成22年 
８月31日 

自平成21年 
６月１日 

至平成21年 
８月31日 

自平成22年 
６月１日 

至平成22年 
８月31日 

自平成21年 
３月１日 

至平成22年 
２月28日 

売上高（百万円）  127,973  151,185  64,767  76,759  270,722

経常利益（百万円）  4,401  4,982  2,273  2,687  9,561

四半期（当期）純利益（百万円）  2,368  2,864  1,233  1,585  5,049

純資産額（百万円） － －  61,198  65,202  63,134

総資産額（百万円） － －  100,326  119,306  120,351

１株当たり純資産額（円） － －  1,485.94  1,583.19  1,532.96

１株当たり四半期（当期）純利益 

金額（円） 
 57.50  69.55  29.95  38.49  122.60

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（％） － －  61.0  54.7  52.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 7,006  7,308 － －  7,921

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △940  △853 － －  △5,644

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △4,343  △5,510 － －  151

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（百万円） 
－ －  8,368  10,016  9,072

従業員数（人） － －  2,398  2,768  2,700

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 2,768 ( ) 8,729

(2）提出会社の状況 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 47 ( ) 6
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 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は小売事業を主たる事業としているため、生産実績及び受

注状況は記載しておりません。 

(1)仕入実績  

  

(2)販売実績  

  （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 小売事業における食品、衣料品及びテナント等の当第２四半期連結会計期間の構成比率は、昨年10月末に連

結子会社化した㈱東光ストアの業績加算により、前第２四半期連結会計期間の構成比率と比較して変動してお

ります。  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

  至 平成22年８月31日） 
 前年同四半

期比（％） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食品   40,495  81.0  46,026  78.0  113.7

衣料品  468  0.9  549  0.9  117.3

住居関連  2,717  5.4  3,223  5.5  118.6

テナント  1,469  2.9  3,606  6.1  245.4

酒類等販売事業  4,179  8.4  4,894  8.3  117.1

ＤＰＥ事業  31  0.1  37  0.1  117.9

医薬品小売事業  216  0.4  225  0.4  104.3

計  49,578  99.1  58,563  99.3  118.1

観光事業  32  0.1  35  0.1  108.5

その他の事業   394  0.8  371  0.6  93.9

合計  50,006  100.0  58,970  100.0  117.9

事業の種類別セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 

  至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

  至 平成22年８月31日） 
前年同四半

期比（％） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食品   52,659  81.3  60,452  78.8  114.8

衣料品  835  1.3  928  1.2  111.1

住居関連  3,603  5.5  4,324  5.6  120.0

テナント  1,616  2.5  3,985  5.2  246.5

酒類等販売事業  4,714  7.3  5,600  7.3  118.8

ＤＰＥ事業  80  0.1  79  0.1  99.0

医薬品小売事業  311  0.5  307  0.4  98.6

計  63,821  98.5  75,678  98.6  118.6

観光事業  131  0.2  143  0.2  109.3

その他の事業   815  1.3  938  1.2  115.1

合計  64,767  100.0  76,759  100.0  118.5

- 2 -



 当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。 

  

  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。  

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日）におけるわが国経済は、アジアを中心とし

た新興国の需要の拡大により緩やかな回復傾向がみられたものの、円高によるデフレの進行や個人消費の伸び悩みな

どから、先行きは依然不透明な状況が続いております。 

 当社グループの主力事業である小売業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりから競合各社

の低価格販売競争が続いており、厳しい経営環境で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当年３月より㈱ラルズに新設した営業改革プロジェクトを中心に、競合店の出店対策や店

舗の活性化を図り、業態変更を含む改装出店を行ってまいりました。また、グループシナジーの更なる向上策とし

て、次世代システム構築の推進、㈱東光ストアのグループ入りに伴う人事給与システムのバージョンアップなどを推

し進め、加えて、アークスＲＡＲＡカードの会員数やポイント連携企業数も順調に拡大しており、顧客サービスの充

実にも取り組んでまいりました。 

 店舗展開につきましては、新規出店１店舗、業態変更含む改装４店舗を実施いたしました。新規出店は平成22年６

月の「ふじ旭町店」（運営会社㈱ふじ）を開店いたしました。また、店舗活性化対策として、平成22年６月に「ウエ

スタンパワーズ」（運営会社㈱ふじ）の改装に加え、同年６月の「ラルズマート西岡店」と「ラルズマート西岡中央

店」（運営会社いずれも㈱ラルズ）、同年７月の「ラルズマート１６条店」（運営会社㈱ラルズ）の３店舗を業態変

更の上、改装いたしました。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末日現在の当社グループの総店舗数は202店

舗となりました。 

 以上の取り組みにより、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高767億59百万円（対前年同期比では18.5％の

増加）、営業利益24億33百万円（対前年同期比では18.1％の増加）、経常利益26億87百万円（対前年同期比では

18.2％の増加）、四半期純利益は15億85百万円（対前年同期比では28.5％の増加）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況  

 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の残高は、第１四半期連結会計期間末と比較して42百万

円減少し、100億16百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況

とそれらの要因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） 

 営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ８億49百万円増加し、34億30百万円となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益27億92百万円、減価償却費６億64百万円、仕入債務の増加額４億19百万円、法人

税等の支払額５百万円などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ25百万円増加し、４億32百万円となりました。これは主

に、新規出店や店舗改装に伴う有形固定資産の取得による支出５億58百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ５億93百万円増加し、30億39百万円の支出となりました。

これは主に、短期借入金の純減少額20億45百万円、長期借入金の返済による支出９億80百万円などによるものであ

ります。 

(3）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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に揚げる事項）は次のとおりであります。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

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】
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①基本方針の内容  

当社は、当社の財務及び事業の方針を支配する者は、当社の経営理念を理解し、これを具現化することを通し

て、当社のステークホルダーとの信頼関係を築き、将来にわたり、当社の企業価値と株主共同の利益の向上を実現

できる者でなければならないと考えております。したがって、上場企業として株式の自由な取引のなかで、支配権

の移動を伴う大規模な株式買付行為がなされた場合であっても、当該行為が当社の企業価値及び株主共同の利益の

確保・向上に資する形であれば、当社はこれを否定するものではありません。  

しかしながら、昨今のわが国の資本市場においては、買付対象となる企業の経営陣との協議を全く実施せず、突

如として一方的に株式等の大規模買付や買収提案が行われる事例が見受けられます。こうした大規模な株式買付行

為及び提案のなかには、当社の経営理念と真っ向から対立する考え方に基づくものや、当社のステークホルダーに

損害をもたらす恐れのある内容を含むもの、あるいは株主の皆様へ大規模買付行為の受け入れに関する検討のため

の十分な情報と時間を提供しないものなどが含まれている可能性もあります。このような行為は、いずれも当社の

企業価値を毀損し、株主共同の利益を著しく損なう恐れがあると判断しており、当社の基本方針に反して、大規模

な株式買付行為及びその提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定するものとして不適切であると考えま

す。  

② 不適切な支配の防止のための取組み  

当社は、平成20年３月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」といいます）を決議し、平成20年５月29日開催の第47期定時株主総会において、本プラ

ンの継続について承認されております。  

 その概要は以下のとおりです。  

a.当社株式の大規模買付行為等  

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目

的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる買付行為を

いい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。  

b.大規模買付ルールの概要  

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会によ

る一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。  

c.大規模買付行為がなされた場合の対応  

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得す

るに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。ただし、大規模買付ルールを遵守し

ない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、具体的な買付方法の如何

にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置

をとることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、そ

の時点で当社取締役会が買収防衛を行うために必要かつ相当な範囲で、 も適切と当社取締役会が判断したもの

を選択することとします。実際に新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主

グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びそ

の他の行使条件を設けることがあります。また対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主

の皆様のご意思を確認させていただく場合がございます。  

d.対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続  

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が 終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締

役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会

を設置しております。対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措

置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の

是非について、勧告を行うものとします。  

e.本プランの有効期間等  

本プランの有効期間は３年間（平成23年５月に開催予定の定時株主総会の終結時まで）とし、以降、本プラン

の継続（一部修正したうえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。た

だし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。 
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③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断  

株式会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させ

るための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。  

 また、本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主共同の利益を損なうものでは

ないこと、③株主意思を反映するものであること、④独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、⑤デ

ッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと等、株式会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま

す。  

（注）１．デッドハンド型買収防衛策とは、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できな

い買収防衛策  

２．スローハンド型買収防衛策とは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する買収防衛策  

３．当社では取締役解任決議要件につきまして、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしており

ません 

(4）研究開発活動 

  該当事項はありません。 

  

(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 

①重要な設備計画の変更 

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。 

②重要な設備計画の完了 

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備計画のうち、完了し

たものはありません。 

③重要な設備の新設、除却等 

  当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりです。 

(注）１．上記金額には消費税等を含んでおりません。 

２．投資予定額は、全額自己資金をもって充当する予定であります。 

３．上記金額には敷金・保証金が含まれており、リース料は含まれておりません。  

４．事業所名は仮称であります。 

  

第３【設備の状況】

会社名 事業所名 
（所在地） 

事業の 
 内 容 

設備の 
内 容 

投資予定額（百万円）

着手年月 完成予定年月 
完成後の増加
年商予定額 
（百万円） 総額 既支払額

㈱ラルズ  
 新川西店 

（札幌市北区） 
小売事業及び
その他の事業

建物他 

取得 
148 － 平成22年10月  平成22年11月  1,000

㈱福原  
 旭小学校跡店 

（北海道釧路市） 
小売事業及び
その他の事業

店舗 1,800 － 平成22年9月  平成23年4月  2,200

- 5 -



①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  130,000,000

計  130,000,000

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成22年８月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年10月15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  41,778,945  41,778,945
東京証券取引所 市場第一部 

札幌証券取引所  

単元株式数 

100株 

計  41,778,945  41,778,945 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成22年６月１日～  

平成22年８月31日  
－  41,778,945  －  10,000  －  19,723
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  （注）１．所有株式数の千株未満は、切り捨てております。 

 ２．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位以下を切り捨てております。 

 ３．日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱が所有している株式は、全て

信託業務に係わるものであります。 

４．シュローダー証券投信投資顧問株式会社およびその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・

マネージメント・ノースアメリカ・リミテッドおよびシュローダー・インベストメント・マネージメント・

リミテッドから、平成21年10月６日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年９月30日現在でそれ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末現在における実質所有

株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。 

  

（６）【大株主の状況】

  平成22年８月31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 （％） 

㈲丸治 北海道河東郡鹿追町泉町１丁目21  3,087  7.38

横山 清 札幌市中央区  3,012  7.20

㈱北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１  2,050  4.90

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11-３  1,445  3.46

㈱北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目11  1,399  3.34

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４

Ｇ） 
東京都中央区晴海１丁目８-11  1,202  2.87

アークスグループ取引先持株会 札幌市中央区南13条西11丁目２-32  1,010  2.41

㈱北陸銀行 富山市堤町通り１丁目２-26  977  2.33

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロ
ンドン エス エル オムニバス アカウント 
（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行）  

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区月島４丁目16-13）
 950  2.27

福原 朋治 北海道帯広市  938  2.24

計 －  16,074  38.47

氏名または名称  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（％） 

シュローダー証券投信投資顧問株式会社  東京都千代田区丸の内１-８-３  341 0.82

シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント・ノースアメリカ・リミテッド 

英国ＥＣ２Ｖ７ＱＡロンドン、 
グレシャム・ストリート31  

 1,645   3.94

シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント・リミテッド  

英国ＥＣ２Ｖ７ＱＡロンドン、 
グレシャム・ストリート31  

  191   0.46
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  ①【発行済株式】 

 （注） 上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義のうち名義書換失念株式5,300株が含

まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式における名義書換失念株式に

係る議決権の数53個が含まれております。 

  

  ②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。   

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

                                                                             平成22年８月31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      

（相互保有株式） 

普通株式         

592,800

3,800

－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式     41,080,400  410,804 － 

単元未満株式 普通株式       101,945 － － 

発行済株式総数  41,778,945 － － 

総株主の議決権         －  410,804 － 

   平成22年８月31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） 

㈱アークス 

札幌市中央区南十三条

西十一丁目2-32 
 592,800  －  592,800  1.42

（相互保有株式） 

㈱北海道シジシー 

札幌市豊平区平岸三条

七丁目9-6 
 3,800  －  3,800  0.01

計 －  596,600  －  596,600  1.43

２【株価の推移】

月別 平成22年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

高（円）  1,270  1,345  1,278  1,229  1,240  1,182

低（円）  1,183  1,239  1,070  1,125  1,150  1,094

３【役員の状況】
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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21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年３月１日から平成21年８月31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22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平

成22年８月31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21年６月１日から

平成21年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31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22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,108 9,163

受取手形及び売掛金 2,442 2,521

たな卸資産 ※1  7,885 ※1  7,719

その他 4,305 5,487

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 24,733 24,884

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,134 27,968

土地 44,882 44,471

その他（純額） 2,233 1,984

有形固定資産合計 ※2  74,250 ※2  74,424

無形固定資産   

のれん 2,235 2,504

その他 321 323

無形固定資産合計 2,557 2,827

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,535 12,847

その他 5,659 5,740

貸倒引当金 △430 △373

投資その他の資産合計 17,765 18,214

固定資産合計 94,572 95,466

資産合計 119,306 120,351

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,876 17,130

短期借入金 6,472 10,663

未払法人税等 2,356 2,504

賞与引当金 1,509 1,301

ポイント引当金 652 743

その他 5,348 6,271

流動負債合計 36,216 38,615

固定負債   

長期借入金 9,212 9,742

退職給付引当金 1,775 1,741

その他 6,899 7,117

固定負債合計 17,887 18,601

負債合計 54,104 57,216
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 9,936 9,936

利益剰余金 45,853 43,730

自己株式 △570 △570

株主資本合計 65,219 63,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 37

評価・換算差額等合計 △16 37

純資産合計 65,202 63,134

負債純資産合計 119,306 120,351
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 127,973 151,185

売上原価 99,440 116,799

売上総利益 28,532 34,385

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 － 2,251

店舗賃借料 － 1,672

ポイント引当金繰入額 － 1,156

給料及び手当 － 10,113

賞与引当金繰入額 － 1,509

水道光熱費 － 2,206

租税公課 － 721

減価償却費 － 1,302

その他 － 8,889

販売費及び一般管理費合計 ※  24,522 29,823

営業利益 4,010 4,561

営業外収益   

受取利息 24 30

受取配当金 24 36

業務受託料 174 206

その他 228 276

営業外収益合計 452 551

営業外費用   

支払利息 41 99

その他 20 30

営業外費用合計 62 130

経常利益 4,401 4,982

特別利益   

賃貸借契約違約金受入 － 58

収用補償金 － 135

その他 24 4

特別利益合計 24 198

特別損失   

固定資産除却損 5 3

貸倒引当金繰入額 47 57

その他 47 37

特別損失合計 100 98

税金等調整前四半期純利益 4,324 5,082

法人税等 1,956 2,218

四半期純利益 2,368 2,864
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 64,767 76,759

売上原価 50,331 59,305

売上総利益 14,436 17,454

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 － 1,103

店舗賃借料 － 836

ポイント引当金繰入額 － 629

給料及び手当 － 5,066

賞与引当金繰入額 － 799

水道光熱費 － 1,110

租税公課 － 368

減価償却費 － 664

その他 － 4,442

販売費及び一般管理費合計 ※  12,376 15,021

営業利益 2,059 2,433

営業外収益   

受取利息 12 11

受取配当金 23 35

業務受託料 90 106

その他 122 160

営業外収益合計 249 313

営業外費用   

支払利息 18 46

その他 16 13

営業外費用合計 35 59

経常利益 2,273 2,687

特別利益   

収用補償金 － 135

その他 0 4

特別利益合計 0 139

特別損失   

固定資産除却損 1 1

貸倒引当金繰入額 － 19

その他 37 13

特別損失合計 38 34

税金等調整前四半期純利益 2,234 2,792

法人税等 1,001 1,207

四半期純利益 1,233 1,585
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31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 4,324 5,082

減価償却費 1,120 1,302

負ののれん償却額 △39 －

のれん償却額 － 268

受取利息及び受取配当金 △49 △67

支払利息 41 99

賞与引当金の増減額（△は減少） 343 208

ポイント引当金の増減額（△は減少） 67 △91

売上債権の増減額（△は増加） △271 78

たな卸資産の増減額（△は増加） 247 △166

仕入債務の増減額（△は減少） 2,518 2,745

その他 588 163

小計 8,891 9,625

利息及び配当金の受取額 34 57

利息の支払額 △27 △83

法人税等の支払額 △1,891 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,006 7,308

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △786 △999

差入保証金の差入による支出 △24 △39

差入保証金の回収による収入 103 364

預り保証金の返還による支出 △225 △254

預り保証金の受入による収入 95 87

その他 △103 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △940 △853

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） △2,150 △3,468

長期借入れによる収入 － 650

長期借入金の返済による支出 △1,399 △1,903

配当金の支払額 △782 △739

その他 △11 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,343 △5,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,723 943

現金及び現金同等物の期首残高 6,644 9,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,368 ※  10,016
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

（四半期連結損益計算書）  

 販売費及び一般管理費については、前第２四半期連結累計期間において一括掲記しておりましたが、第１四半期連

結累計期間より、「宣伝装飾費」、「店舗賃借料」、「ポイント引当金繰入額」、「給料及び手当」、「賞与引当金

繰入額」、「水道光熱費」、「租税公課」、及び「減価償却費」を区分掲記することとしました。なお、前第２四半

期連結累計期間における当該費目の金額は、以下のとおりであります。 

 宣伝装飾費  百万円 1,823  店舗賃借料  百万円 1,697  ポイント引当金繰入額  百万円 912

 給料及び手当  百万円 9,360  賞与引当金繰入額  百万円 1,433  水道光熱費  百万円 1,756

 租税公課  百万円 599  減価償却費  百万円 1,120  その他  百万円 5,817

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 

（四半期連結貸借対照表）  

 前第２四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「敷金及び保証

金」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間においては区分掲記することとしました。な

お、前第２四半期連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「敷金及び保証金」は9,257百万円であり

ます。  

（四半期連結損益計算書）  

 販売費及び一般管理費については、前第２四半期連結会計期間において一括掲記しておりましたが、第１四半期連

結会計期間より、「宣伝装飾費」、「店舗賃借料」、「ポイント引当金繰入額」、「給料及び手当」、「賞与引当金

繰入額」、「水道光熱費」、「租税公課」、及び「減価償却費」を区分掲記することとしました。なお、前第２四半

期連結会計期間における当該費目の金額は、以下のとおりであります。 

 宣伝装飾費  百万円 884  店舗賃借料  百万円 842  ポイント引当金繰入額  百万円 491

 給料及び手当  百万円 4,707  賞与引当金繰入額  百万円 706  水道光熱費  百万円 866

 租税公課  百万円 366  減価償却費  百万円 567  その他  百万円 2,942

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

１.繰延税金資産の回収可能性の判断 

  

  

  

２.固定資産の減価償却費の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に業

績や経営環境及び将来減算一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分する方法により算定しております。  

【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22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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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22年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年２月28日） 

※１. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  商    品 百万円7,878

  貯 蔵 品 百万円7

※１. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  商    品 百万円7,708

  貯 蔵 品 百万円10

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。また、減損損失累計額は、 百万円

であります。 

35,536

3,312

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。また、減損損失累計額は、 百万円

であります。  

34,321

3,312

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。  

        ―――――――― 

給料手当 百万円9,360

賞与引当金繰入額 百万円1,433

ポイント引当金繰入額 百万円912

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。  

        ―――――――― 

給料手当 百万円4,707

賞与引当金繰入額 百万円706

ポイント引当金繰入額 百万円491

  

（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21年３月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31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は、次のと

おりであります。 

              （平成21年８月31日現在） 

                           

  （百万円）

現金及び預金  8,859

預入期間が３ケ月を超える定期預金  △491

現金及び現金同等物  8,368

※ 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は、次のと

おりであります。 

              （平成22年８月31日現在） 

                           

  （百万円）

現金及び預金  10,108

預入期間が３ケ月を超える定期預金  △91

現金及び現金同等物  10,016
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 当第２四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式     41,778千株   

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式       594千株     

３．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額  

 （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

間末後となるもの 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日

至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

小売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、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。  
  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日

至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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。 
   

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日

至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  
  

 当第２四半期連結会計期間末（平成22年８月31日） 

 その他有価証券で時価のあるものについて、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。  
  

 当第２四半期連結会計期間末（平成22年８月31日） 

 デリバティブ取引について、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約

金額その他の金額に、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。  
  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

 該当事項はありません。  

（株主資本等関係）

（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５月25日 

定時株主総会 
普通株式 741 18 平成22年２月28日 平成22年５月26日 利益剰余金

（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10月12日 

取 締 役 会 
普通株式 700 17 平成22年８月31日 平成22年11月５日 利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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当第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

該当事項はありません。   
  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） １株当たり四半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。 

  

 （注） １株当たり四半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。 

  

 該当事項はありません。 
  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

 リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合で、かつ、リース取引残高が前連結会計年度末に比べて著し

い変動が認められるものはありません。    

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 1,583.19円 １株当たり純資産額 1,532.96円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 57.50円

 なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 69.55円

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

四半期純利益（百万円）  2,368  2,864

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  2,368  2,864

期中平均株式数（株）  41,184,943  41,184,641

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

 なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 29.95円

 なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 38.49円

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 

四半期純利益（百万円）  1,233  1,585

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,233  1,585

期中平均株式数（株）  41,184,932  41,184,521

（重要な後発事象）

（リース取引関係）
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  平成22年10月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

  （イ）配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700百万円 

  （ロ）１株当たりの金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 17円00銭 

  （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 ・・・・・・・ 平成22年11月５日  

 （注）平成22年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年10月15日

株式会社アークス 

取締役会 御中 

                              新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 中 島  逸 史  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 廣 瀬  一 雄  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 板 垣  博 靖  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アーク

スの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成

21年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31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、株式会社アークス及び連結子会社の平成21年８月31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。 

追記情報  

１. 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「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用している。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年９月14日開催の取締役会において、株式会社札幌東急スト

アの全株式取得を決議、同日株式譲渡契約を締結した。  

 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22年10月15日

株式会社アークス 

取締役会 御中 

                              新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 中 島  逸 史  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 廣 瀬  一 雄  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 板 垣  博 靖  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アーク

スの平成22年３月１日から平成23年２月28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１日から平成

22年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年８月31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、株式会社アークス及び連結子会社の平成22年８月31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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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年10月15日 

【会社名】 株式会社アークス 

【英訳名】 ARCS COMPANY,LIMITED 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横山 清 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 札幌市中央区南十三条西十一丁目２番32号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

証券会員制法人札幌証券取引所 

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） 

  



 当社代表取締役社長 横山 清は、当社の第50期第２四半期（自平成22年６月１日 至平成22年８月31日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】


