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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 270,722 6.6 8,840 3.0 9,561 1.9 5,049 1.5
21年2月期 253,896 5.2 8,580 5.5 9,381 5.6 4,972 1.3

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
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 ％ ％ ％

22年2月期 122.60 ― 8.2 8.7 3.3
21年2月期 120.73 ― 8.6 9.6 3.4

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  21百万円 21年2月期  17百万円

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

22年2月期 120,351 63,134 52.5 1,532.96
21年2月期 99,347 59,454 59.8 1,443.59

（参考） 自己資本   22年2月期  63,134百万円 21年2月期  59,454百万円

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

22年2月期 7,921 △5,644 151 9,072
21年2月期 6,713 △4,048 △2,570 6,644

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年2月期 ― 16.00 ― 19.00 35.00 1,441 29.0 2.5
22年2月期 ― 17.00 ― 18.00 35.00 1,441 28.5 2.4

23年2月期 
（予想）

― 17.00 ― 18.00 35.00 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

154,000 20.3 4,500 12.2 4,700 6.8 2,400 1.3 58.27

通期 307,000 13.4 9,300 5.2 10,000 4.6 5,200 3.0 126.26



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）  有  

当連結会計年度末 連結子会社数（１０社） 持分法適用関連会社数（１社） 
(注）詳細は、７ページ【企業集団の状況】をご覧ください。 

(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） 

(注）詳細は、２２ページ【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】をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、３８ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社東光ストア ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 41,778,945株 21年2月期 41,778,945株

② 期末自己株式数 22年2月期  594,106株 21年2月期  593,948株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 2,688 5.7 1,663 4.1 1,662 3.0 1,521 0.3
21年2月期 2,542 11.9 1,597 3.2 1,615 4.6 1,517 11.0

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

22年2月期 36.94 ―

21年2月期 36.84 ―

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

22年2月期 51,124 41,102 80.4 997.96
21年2月期 43,293 41,064 94.9 997.03

（参考） 自己資本 22年2月期  41,102百万円 21年2月期  41,064百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３～４ページを参照して下さい。 

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

1,550 7.9 950 3.8 940 0.8 920 6.8 22.34

通期 2,960 10.1 1,720 3.4 1,670 0.5 1,640 7.8 39.82



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、厳しい企業収益を背景に、設備

投資や雇用、所得環境が低調なまま推移するなど、景気の先行きは不透明な状況が続いてまいりまし

た。 

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が高ま

るなか個人消費は一段と低迷しており、業種、業態の垣根を超えた低価格競争が一層激化するなど、

依然として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、当社グループは強まる低価格志向に対応するため、ビッグハウスを中心に

低価格業態に更なる磨きをかけ、「革命的な価格」の実現に向けた取り組みを強化するとともに、グ

ループ統一カードの外部企業との連携拡大によるカード機能の拡充と利便性向上を図るなど、顧客サ

ービスの充実にも取り組んでまいりました。 

また、グループシナジーの更なる向上に向けた取り組みとして、グループ統一の人事給与・財務会

計システムを導入するとともに、平成23年度稼働に向けた次世代システムの構築プロジェクトの進

行、並びにグループ全体の後方管理業務の集約に向けた検討についても着手してまいりました。 

店舗展開につきましては、平成21年３月に「フクハラ別海店」（運営会社㈱福原）、同年４月に

「スーパーアークス長都店」（同㈱ラルズ）に加え、同年11月に「スーパーアークス伊達店」（同㈱

ラルズ）の３店舗の新規出店を、店舗改装は同年３月に「ふじ新富店」（同㈱ふじ）、また、同年６

月には「ビッグハウス里塚店」（同㈱ラルズ）を業態変更のうえ改装オープンしたほか、同年10月に

「フクハラ西１２条店」（同㈱福原）の移転新築オープンを行い、エリアドミナントの強化に努めて

まいりました。一方で、不採算店舗の見直しとして同年４月に「ラルズプラザ網走店」（同㈱ラル

ズ）、平成22年２月に「ラルズプラザ留萌店」（同㈱ラルズ）及び「ふじ旭町店」（同㈱ふじ）の３

店舗を閉鎖しております。 

また、当社は平成21年10月30日付けで東京急行電鉄㈱及び㈱東急ストアより㈱札幌東急ストア（本

社：札幌市）の全株式を取得し連結子会社といたしました。同社は、札幌圏を中心に28店舗を展開す

る食品スーパーマーケットとして、商圏を同じくする㈱ラルズとの共同の販促活動及び商流、物流の

統一、グループ情報システムへの統合並びに人事交流などを通して効率的な営業政策を推進し、これ

まで以上に地域におけるライフラインとしての役割を果たしてまいります。なお、㈱札幌東急ストア

は平成21年11月５日に商号を「㈱東光ストア」へ変更し、その後ストアネームの変更、看板、シンボ

ルマークなどのＣＩ（コーポレート・アイデンティティー）も刷新しております。  

これらの結果、当期末現在の当社グループの総店舗数は、㈱東光ストアの28店舗を加え、200店舗

となりました。 

以上の取り組みにより、当期の連結業績は、㈱東光ストアの連結子会社化に伴う業績貢献などもあ

り、売上高2,707億22百万円（前期比6.6％増）、営業利益88億40百万円（前期比3.0％増）、経常利

益95億61百万円（前期比1.9％増）、当期純利益50億49百万円（前期比1.5％増）を計上し、増収増益

となりました。 

②次期の見通し 

今期の見通しにつきましては、輸出産業を中心に企業業績に一部持ち直しの動きが見られるもの

の、雇用情勢の低迷と所得の伸び悩みは依然として解消されておらず、小売業を取り巻く環境は厳し

い状況が続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは年度方針として「活かせ 3,000億の集中力 みどりとここ

１．経営成績
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ろ大切に 不況を撥条（ばね）に成長する」を掲げ、グループシナジーの更なる追求及びグループ

総合力の向上に向けた取り組みを実施し、現下のデフレ状況に打ち勝つための営業施策を推進すると

ともに、自然環境や人間性を大切にする流通企業グループとしての活動を展開してまいります。 

具体的には、「次世代システム構築プロジェクト」における基幹系システムの開発及び「業務統合

改善委員会」における業務集約化の進行、グループ・アイデンティティーの一環としてのカード戦略

の強化、「商品戦略委員会」におけるグループ横断的な商品開発の徹底、「営業改革プロジェクト」

の設置による更なる価格競争力の強化、「人事制度委員会」を通したグループ人事福利制度の見直し

及び完成度の追求、㈱東光ストアの営業面、管理面、人事面における更なるグループとの一体化、

「北海道ＣＧＣみどりとこころの基金」を通した植樹、植林、その他の寄付活動などに取り組んでま

いります。 

次期の店舗展開につきましては、平成22年４月の「ふじ南６条通店」（運営会社㈱ふじ）の移転オ

ープン及び「フクハラ公立大前店」（同㈱福原）の出店を含む、新規出店並びに移転新築を４～５店

舗、また、店舗改装をグループ全体で10店舗内外実施する予定であります。 

  

 以上により、次期の連結業績予想は、以下のとおり見込んでおります。 

 なお、個別業績予想は、以下のとおり見込んでおります。 

（注）本業績予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づいて作成したものでありま

す。実際の業績等は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。 

連結 平成23年２月期予想 平成22年２月期実績 前期比 

 売上高  3,070億円 億 百万円 2,707 22 ％ 113.4

 営業利益 億円 93 億 百万円 88 40 ％ 105.2

 経常利益 100億円 億 百万円 95 61 ％ 104.6

 当期純利益 52億円 50億 百万円 49 ％ 103.0

個別 平成23年２月期予想 平成22年２月期実績 前期比 

 売上高  億 百万円 29 60 億 百万円 26 88 ％ 110.1

 営業利益 億 百万円 17 20 億 百万円 16 63 ％ 103.4

 経常利益 億 百万円 16 70 億 百万円 16 62 ％ 100.5

 当期純利益 16億40百万円 億 百万円 15 21 ％ 107.8

- 2 -



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当期末の財政状態は、㈱東光ストアを連結子会社化したことなどにより、前期末と比較して総資産

が210億３百万円増加し1,203億51百万円、負債は173億22百万円増加し572億16百万円となりました。

 これらの主な要因は、有形固定資産が83億86百万円、投資その他の資産が48億66百万円それぞれ増

加したこと、並びに負債については買掛金が39億37百万円、短期及び長期借入金が91億65百万円増加

したことなどによるものです。 

 なお、純資産は631億34百万円となり、自己資本比率は、前期末より7.3ポイント減少し52.5％とな

りました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して24億27百万円増加し、90億72百万

円となりました。当期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主な要因は以下のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益91億71百万円、減価償却費24億44

百万円、仕入債務の減少額5億35百万円、法人税等の支払額40億38百万円などにより79億21百万円の

収入（前期と比較して12億７百万円増加）となりました。 

（投資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・フローは、新規出店、店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支

出18億８百万円、㈱東光ストアの株式取得による支出43億82百万円などにより、56億44百万円の支出

（前期と比較して15億96百万円増加）となりました。 

（財務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・フローは、長期借入れによる収入88億円などがありましたが、長期借

入金の返済による支出31億１百万円、短期借入金の純減額40億26百万円、及び配当金の支払額14億82

百万円などにより、1億51百万円の収入（前期は25億70百万円の支出）となりました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  平成18年２月期  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率（％）  54.7  55.8  58.0  59.8  52.5

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 71.4  65.8  58.1  58.7  41.5

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
 3.0  2.1  1.6  1.7  2.6

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 48.5  72.9  74.6  76.0  105.0
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３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を利用しております。また、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おります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、今後とも株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付

けし、営業基盤の拡充と企業体質の強化を図りながら、１株当たり利益の増加と積極的な成果の配分

を行うことを基本方針としております。 

 剰余金の配当につきましては、連結当期純利益に対して30％の配当性向を目標としており、外部環

境を考慮のうえ、株式分割と配当を織り交ぜながら、業績向上による一層の利益還元を実施してまい

ります。 

 この基本方針に基づき、１株当たり17円の第２四半期末の配当金を支払わせていただきました。ま

た、期末配当金は１株当たり18円を実施させていただく予定であり、当期の１株当たりの年間配当金

は、35円とさせていただく予定であります。 

 また、次期の１株当たり配当金は、当期と同様第２四半期末の配当金17円、期末配当金18円、年間

配当金35円とさせていただく予定であります。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される業界の競争激化に対応するため、新規出店や既存店

のリニューアルなどの設備投資や人材開発のための教育投資に充当するとともに、お客様のニーズに

速やかに対応するため、情報システム関連の投資も継続していくことで、長期的な経営基盤の強化に

努め、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

(4）事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成21年５月21日提出）における記載から、速やかに伝達すべき新たなリ

スクが顕在化していないため記載を省略しております。 

 尚、当該有価証券報告書は次の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.arcs-g.co.jp/ 

 （金融庁ホームページ  EDINET）   http://info.edinet-fsa.go.jp/ 
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［事業の内容］ 

 当社グループは、当社、主要な子会社10社、その他の子会社３社並びに関連会社１社の計15社で構成

され、スーパーマーケット事業を主な事業としております。当社グループの事業に係わる位置付けは次

のとおりです。なお、事業区分については、事業の種類別セグメントと同一区分であります。 

(1）小売事業（会社総数10社） 

 ㈱ラルズは食料品を中心に衣料品及び住居関連商品を販売するスーパーマーケット、㈱福原、㈱ふ

じ、㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ、㈱道南ラルズ、㈱東光ストアは食料品を中心としたスーパーマーケ

ット、㈱イワイは酒類等の小売、㈱ライフポートは医薬品等の小売と写真機・写真材料の販売及び写真

焼付業、㈱エルディは住居関連商品などを販売するホームセンター、㈲ふっくら工房はパンの製造販売

を行っております。 

(2）その他の事業 

①観光事業（会社総数２社） 

 ㈱福原は観光ホテル及び旅行代理店業務を、㈱北海道ネイチャーセンターは自然体験観察の案内を

行っております。 

②ビルメンテナンス事業（会社総数１社） 

 ㈱エルディは施設の清掃、設備の保守管理を中心とした総合ビルメンテナンスを行っております。

③不動産賃貸事業（会社総数９社） 

 ㈱アークスは、本社ビル及び敷地内の一部について、不動産賃貸業務を行っております。また、㈱

ラルズ、㈱福原、㈱ふじ、㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ、㈱道南ラルズ及び㈱東光ストアは、スーパ

ーマーケットの店舗内及びショッピングセンター敷地内の一部について、不動産賃貸業務を行ってお

ります。㈱エルディは駐車場の不動産賃貸業務を行っております。 

④損害保険・生命保険代理店業（会社総数１社） 

 ㈱エルディは店舗施設等の損害保険に係る業務及び生命保険募集業務を行っております。 

⑤卸売業（会社総数１社） 

 ㈱北海道シジシーは共同集中仕入機構（㈱シジシージャパン）の分荷商品の食品卸売業を行ってお

ります。 

⑥食品製造業（会社総数１社） 

 ㈱ナイス．フーズは、日配品の製造を行っております。 

⑦産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬事業（会社総数１社） 

 ㈱エルディは産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業務を行っております。 

  

  

２．企業集団の状況
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(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及び会社の対

処すべき課題 

 平成20年２月期中間決算短信（平成19年10月12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ております。 

 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.arcs-g.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,135 9,163

受取手形及び売掛金 1,294 2,521

有価証券 10 －

たな卸資産 6,907 ※1  7,719

繰延税金資産 907 865

その他 3,549 4,621

貸倒引当金 △3 △7

流動資産合計 19,800 24,884

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※4  48,197 ※4  59,585

減価償却累計額 ※5  △22,859 ※5  △31,616

建物及び構築物（純額） 25,338 27,968

土地 ※4  39,276 ※4  44,471

リース資産 － 412

減価償却累計額 － △40

リース資産（純額） － 371

建設仮勘定 114 －

その他 5,533 7,589

減価償却累計額 ※5  △4,223 ※5  △5,976

その他（純額） 1,309 1,612

有形固定資産合計 66,038 74,424

無形固定資産   

のれん － 2,504

その他 160 323

無形固定資産合計 160 2,827

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2、3  2,191 ※2、3  2,591

長期貸付金 53 57

敷金及び保証金 9,294 12,847

繰延税金資産 1,250 2,221

その他 831 870

貸倒引当金 △274 △373

投資その他の資産合計 13,348 18,214

固定資産合計 79,546 95,466

資産合計 99,347 120,351
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,192 17,130

短期借入金 ※4  9,548 ※4  10,663

リース債務 － 76

未払法人税等 2,271 2,504

未払消費税等 329 572

賞与引当金 1,089 1,301

ポイント引当金 764 743

その他 ※4  3,932 ※4  5,621

流動負債合計 31,128 38,615

固定負債   

長期借入金 ※4  1,692 ※4  9,742

リース債務 － 295

繰延税金負債 75 21

退職給付引当金 1,015 1,741

役員退職慰労引当金 621 648

長期預り保証金 ※4  4,986 ※4  5,844

負ののれん 43 －

その他 329 307

固定負債合計 8,764 18,601

負債合計 39,893 57,216

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 40,164 43,730

自己株式 △569 △570

株主資本合計 59,530 63,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76 37

評価・換算差額等合計 △76 37

純資産合計 59,454 63,134

負債純資産合計 99,347 120,351
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 253,896 270,722

売上原価 196,111 209,033

売上総利益 57,784 61,689

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 3,840 4,109

店舗賃借料 3,443 3,370

役員報酬 368 396

給料及び手当 20,432 20,737

賞与引当金繰入額 749 1,223

役員退職慰労引当金繰入額 26 26

ポイント引当金繰入額 1,274 1,998

退職給付費用 469 662

水道光熱費 4,145 3,943

租税公課 1,212 1,282

減価償却費 2,386 2,444

のれん償却額 － 126

その他 10,854 12,527

販売費及び一般管理費合計 49,203 52,849

営業利益 8,580 8,840

営業外収益   

受取利息 59 54

受取配当金 66 46

持分法による投資利益 17 21

業務受託料 339 373

負ののれん償却額 79 －

その他 395 390

営業外収益合計 957 887

営業外費用   

支払利息 121 120

株式交付費 2 －

その他 31 44

営業外費用合計 156 165

経常利益 9,381 9,561

特別利益   

前期損益修正益 53 －

貸倒引当金戻入額 30 0

固定資産売却益 ※1  12 －

投資有価証券売却益 1 －

その他 81 34

特別利益合計 179 34
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

賞与引当金繰入額 340 87

貸倒引当金繰入額 － 100

固定資産除売却損 ※2  78 ※2  20

店舗閉鎖損失 43 5

減損損失 ※3  56 ※3  147

その他 87 62

特別損失合計 605 424

税金等調整前当期純利益 8,955 9,171

法人税、住民税及び事業税 3,898 4,107

法人税等調整額 85 15

法人税等合計 3,983 4,122

当期純利益 4,972 5,049
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

前期末残高 9,936 9,936

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 9,936 9,936

利益剰余金   

前期末残高 36,450 40,164

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 4,972 5,049

その他 142 －

当期変動額合計 3,713 3,566

当期末残高 40,164 43,730

自己株式   

前期末残高 △567 △569

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △569 △570

株主資本合計   

前期末残高 55,819 59,530

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 4,972 5,049

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

その他 142 －

当期変動額合計 3,711 3,566

当期末残高 59,530 63,096
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 370 △76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △447 114

当期変動額合計 △447 114

当期末残高 △76 37

評価・換算差額等合計   

前期末残高 370 △76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △447 114

当期変動額合計 △447 114

当期末残高 △76 37

少数株主持分   

前期末残高 10 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 －

当期変動額合計 △10 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 56,200 59,454

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 4,972 5,049

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

その他 142 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △458 114

当期変動額合計 3,253 3,680

当期末残高 59,454 63,134
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 8,955 9,171

減価償却費 2,386 2,444

減損損失 56 147

負ののれん償却額 △79 －

のれん償却額 － 126

受取利息及び受取配当金 △125 △101

支払利息 121 120

固定資産売却損益（△は益） △12 －

固定資産除売却損益（△は益） 78 20

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 32 －

投資事業組合運用損益（△は益） 10 9

持分法による投資損益（△は益） △17 △21

株式交付費 2 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △309 58

賞与引当金の増減額（△は減少） 339 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 101

ポイント引当金の増減額（△は減少） 764 △20

売上債権の増減額（△は増加） 9 △143

たな卸資産の増減額（△は増加） △857 467

その他の流動資産の増減額（△は増加） △481 △323

仕入債務の増減額（△は減少） 341 △535

その他の流動負債の増減額（△は減少） △101 298

未払消費税等の増減額（△は減少） △247 179

差入保証金の増減額（△は増加） △89 △37

その他 △83 △25

小計 10,658 11,969

利息及び配当金の受取額 89 67

利息の支払額 △88 △75

法人税等の支払額 △3,945 △4,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,713 7,921
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △0

定期預金の払戻による収入 11 400

有形固定資産の取得による支出 △3,559 △1,808

有形固定資産の売却による収入 30 6

有形固定資産の除却による支出 △8 △0

無形固定資産の純増減額 △45 △49

投資有価証券の取得による支出 △22 △14

投資有価証券の売却による収入 4 17

貸付金による純増減額 △1 4

差入保証金の差入による支出 △736 △34

差入保証金の回収による収入 362 359

預り保証金の受入による収入 171 259

預り保証金の返還による支出 △389 △399

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※2  △4,382

その他 135 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,048 △5,644

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） 700 △4,026

長期借入れによる収入 1,450 8,800

長期借入金の返済による支出 △3,315 △3,101

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △1,400 △1,482

株式交付費 △2 －

その他 － △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,570 151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94 2,427

現金及び現金同等物の期首残高 6,550 6,644

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,644 ※1  9,072
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 該当事項はありません。  

  

(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

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

(1）連結子会社の数  9社 

㈱ラルズ、㈱福原、㈱ふじ、 

㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ、㈱道

南ラルズ、㈱イワイ、 

㈱エルディ、㈱ライフポート 

(1）連結子会社の数  10社 

㈱ラルズ、㈱福原、㈱ふじ、 

㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ、㈱道

南ラルズ、㈱イワイ、 

㈱エルディ、㈱ライフポート、㈱東

光ストア  

  ㈱東光ストアについては、平成21

年10月30日株式の取得により完全子

会社となったことにより、平成21年

11月１日より連結の範囲に含めてお

ります。 
  

  (2）非連結子会社の数 ３社 

㈲ふっくら工房、㈱北海道ネイチャ

ーセンター、㈱ナイス．フーズ 

 非連結子会社は、いずれも小規模

であり合計の総資産、売上高、当期

純利益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、連結の範囲か

ら除外しております。 
  

(2）非連結子会社の数 ３社 

     同左 

２．持分法の適用に関す

る事項 

(1）持分法適用関連会社 １社 

㈱北海道シジシー 
  

(1）持分法適用関連会社 １社 

     同左 

  (2）持分法非適用の非連結子会社 ３社 

㈱北海道ネイチャーセンター 

㈲ふっくら工房 

㈱ナイス．フーズ  
  

(2）持分法非適用の非連結子会社 ３社 

     同左 

  (3） 持分法を適用していない非連結子

会社は当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、当該会社に対す

る投資については、持分法を適用せ

ず、原価法により評価しておりま

す。 
  

(3）     同左 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は連結決

算日と一致しております。  
  

              同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

４．会計処理基準に関す

る事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

(ア）満期保有目的の債券 

定額法による償却原価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

(ア）満期保有目的の債券 

同左 

(イ）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(イ）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(ウ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

(ウ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法

により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

 主として移動平均法による

原価法  
  

② たな卸資産 

商品 

主として売価還元法による原価

法 

② たな卸資産 

商品 

 主として売価還元法による原価

法（貸借対照表価額については収

益性の低下による簿価切下げの方

法）  
  

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 

  

 定率法 

 ただし、定期借地権契約による借

地上の建物については、耐用年数を

定期借地権の残存期間とし、残存価

額を零とした定額法によっておりま

す。 

 また、平成10年４月１日以後取得

した建物（建物附属設備を除く。）

については、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ７～39年 

その他の有形固定資産３～34年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 主として定率法 

 ただし、定期借地権契約による借

地上の建物については、耐用年数を

定期借地権の残存期間とし、残存価

額を零とした定額法によっておりま

す。 

 また、平成10年４月１日以後取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ７～39年 

その他の有形固定資産３～34年 

  (追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、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、償却可能限度額まで償却が終了

した翌連結会計年度から５年間で均

等償却する方法に変更しておりま

す。なお、この変更により、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ65百万円減少して

おります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  ② 無形固定資産 

  

 定額法 

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 
  

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

     同左  

  ③    ――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

③ リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

 なお、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は、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

  

  ④ 長期前払費用 

 定額法 

④ 長期前払費用 

    同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 
  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

     同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

  (追加情報） 

 当連結会計年度に、賞与の支給対象

期間を変更しております。これに伴

う変更前後の支給対象期間の重複す

る部分は「特別損失」に380百万円計

上しております。 

 これに伴い、賞与引当金340百万

円、未払費用40百万円が増加してお

ります。また、賞与の支給対象期間

を変更したことにより、税金等調整

前当期純利益が380百万円減少してお

ります。 
  

(追加情報） 

  ㈱東光ストアは、当連結会計年度

に、連結子会社になったことに伴

い、賞与の支給対象期間を変更して

おります。これに伴う変更前後の支

給対象期間の重複する部分は「特別

損失」に87百万円計上しておりま

す。 

 これに伴い、賞与引当金77百万

円、未払費用９百万円が増加してお

ります。また、賞与の支給対象期間

を変更したことにより、税金等調整

前当期純利益が87百万円減少してお

ります。  

  ③ ポイント引当金 

 従来、各連結子会社は独自のカー

ドより、それぞれカード展開を行っ

ておりましたが、平成20年４月よ

り、「アークスＲＡＲＡカード」及

び「アークスＲＡＲＡＪＣＢカー

ド」に集約し、新ポイント制度をス

タートいたしました。 

 顧客に付与されたポイントの使用

による売上値引等に備えるため、当

連結会計年度末において将来使用さ

れると見込まれる金額を、ポイント

引当金として計上することにいたし

ました。これに伴い、当連結会計年

度に対応する金額1,274百万円を、

「販売費及び一般管理費」に計上し

ております。 
  

③ ポイント引当金 

   顧客に付与されたポイントの使

用による売上値引等に備えるた

め、当連結会計年度末において将

来使用されると見込まれる金額

を、ポイント引当金として計上し

ております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法により、それぞれ発生時の翌連

結会計年度から費用処理することと

しております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（主として10年）

による定額法により、それぞれ発生

時の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

 なお、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主として１

年）で発生した連結会計年度におい

て費用処理することとしておりま

す。  
  

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の将来の退職慰労金支出に備

えるため、内規に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しておりま

す。  
  

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

  (4）繰延資産の処理方法 

 株式交付費は、支出時に全額費用処

理しております。 
  

(4）     ――― 

  (5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  
  

(5）     ――― 

(6）    ―――― 

  

(6）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップの特例処理を採用して

おります。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ取引 

  ヘッジ対象…借入金利 

 ③ヘッジ方針 

  変動金利を固定金利に変換するた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の判定は省

略しております。 
  

  

(7）消費税等の会計処理方法 

 消費税等は税抜方式により処理して

おります。 
  

(7）消費税等の会計処理方法 

同左 
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 （会計方針の変更）  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。  

同左 

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行なっ

ております。  

同左 

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 

(7）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

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

―――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

         ―――――――  

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、平成18年７月５日公表の「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）

を適用し、評価方法については、主として、売価還元法

による原価法から売価還元法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。 

 この変更に伴う損益への影響はありません。  

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 これによる、損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。 
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 （表示方法の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

（連結貸借対照表）  

 従来、建設協力金及び預り建設協力金は、金融的側面

を重視し、金融商品会計基準に従い、「貸付金」及び

「借入金」として表示しておりました。しかしながら、

投資意思決定を行う場合、建設協力金及び預り建設協力

金は、金融的側面より、取引先との間の契約形態に応じ

て、「建設協力金」及び「預り建設協力金」として認識

され、投資意思決定が行われること、また、開示上「貸

付金」及び「借入金」は、金銭消費貸借契約を締結して

いるものに限定することが、利害関係者に対しても明瞭

性が増すと判断いたしました。これらにより、建設協力

金及び預り建設協力金は、金融商品会計基準適用後に

「敷金・保証金」及び「預り保証金」に含めて表示する

ことに変更いたしました。 

 建設協力金のうち、前連結会計年度に、「貸付金」と

して表示した金額は、1,396百万円（短期貸付金14百万円

長期貸付金1,382百万円）であります。 

 預り建設協力金のうち、前連結会計年度に、「借入

金」として表示した金額は、1,555百万円（短期借入金

116百万円 長期借入金1,438百万円）であります。 

 また、固定負債に含まれる預り保証金については、当

連結会計年度において上記の表示方法の変更の結果、重

要性が増したため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度における当該金額は、3,838百万

円であります。 

―――――――  

  

    

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 建設協力金のうち、前連結会計年度に、投資活動によ

るキャッシュ・フローの「貸付金による純増減額」とし

て表示した金額は、17百万円（収入）であります。ま

た、預り建設協力金のうち、前連結会計年度に、財務活

動によるキャッシュ・フローの「長期借入金の返済によ

る支出」として表示した金額は、111百万円であります。 

―――――――  
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(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

※１.     ――――――――――  

  

  

  

※２．非連結子会社株式及び関連会社に関するものは、

次のとおりであります。 

※１. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。  

※２．非連結子会社株式及び関連会社に関するものは、

次のとおりであります。 

  商    品 百万円7,708

  貯 蔵 品 百万円10

 投資有価証券（株式） 百万円 195  投資有価証券（株式） 百万円 211

※３．「前払式証票の規制等に関する法律」により商品

券の発行保証金として供託している資産及び取引

保証並びに敷金の担保に供している資産は次のと

おりであります。 

※３．取引保証並びに敷金の担保に供している資産は次

のとおりであります。 

投資有価証券 百万円7

「前払式証票の規制等に関する法律」に基づく供

託資産 

  

投資有価証券 百万円14

 計 百万円14

  

取引保証、敷金の担保提供資産   

投資有価証券 百万円7   

  

※４．担保提供資産 

(1）債務の担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

※４．担保提供資産 

(1）債務の担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 百万円 2,175

土地 百万円 3,254

計 百万円 5,429

建物及び構築物 百万円 4,497

土地 百万円 7,954

計 百万円 12,452

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 百万円 2,630

長期借入金 百万円 2,193

（１年以内返済予定長期借入金含む） 

長期預り保証金 百万円 591

（１年以内返済予定長期預り保証金含む） 

計 百万円 5,416

短期借入金 百万円 3,983

長期借入金 百万円 3,496

（１年以内返済予定長期借入金含む） 

長期預り保証金 百万円 849

（１年以内返済予定長期預り保証金含む） 

計 百万円 8,329

※５．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。 

※５．       同左 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１．      ――――――― 

 土地 百万円 8

 建物 百万円 3

 工具器具備品 百万円 0

  計 百万円 12

  

※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

除却損 

建物及び構築物 百万円 52

車両運搬具 百万円 1

工具器具備品 百万円 23

ソフトウェア 百万円 0

計 百万円 77

除却損 

建物及び構築物 百万円 5

車両運搬具 百万円 0

工具器具備品 百万円 9

計 百万円 15

 建物及び構築物の除却損には、解体等の費用

が含まれております。 

 建物及び構築物の除却損には、解体等の費用

が含まれております。 

売却損 

建物及び構築物 百万円 0

工具器具備品  百万円 0

 計 百万円 0

売却損 

建物及び構築物 百万円 0

工具器具備品 百万円 4

 計 百万円 4

※３．減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概要 

※３．減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概要 

               （単位：百万円） 

用途 種類 場所 金額 

店舗等 建物等 道央地区  16

店舗等 建物等 道東地区  1

店舗等 建物等 道北地区  14

店舗等 建物等 道南地区  23

合計  56

               （単位：百万円） 

  

用途 種類 場所 金額 

店舗等 土地 道央地区 7 

店舗等 建物等・土地 道東地区 80 

店舗等 建物等 道南地区 58 

合計 147 
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前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

(2）減損損失を認識するに至った経緯 (2）減損損失を認識するに至った経緯 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっている店舗や閉店した店舗等を対象としてい

ます。回収可能価額が帳簿価額を下回るものにつ

いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上しております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗

等を対象としています。回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計上して

おります。  

(3）減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの

内訳 

              （単位：百万円） 

  店舗等 合計 

建物等   56  56

合計  56  56

(3）減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの

内訳 

              （単位：百万円） 

  店舗等 合計 

建物等  112 112 

土地 34 34 

合計 147 147 

(4）資産をグループ化した方法 

 キャッシュフローを生み出す最小単位として店

舗を基本単位とし、遊休不動産については個別物

件毎にグルーピングしております。 

(4）資産をグループ化した方法 

       同左 

(5）回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価額は合理的な見積に

基づく正味売却価額によって算定しております。 

(5）回収可能価額の算定方法 

       同左 
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前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の増加1,721株は単元未満株式買取請求によるものであり、減少の173株は単元未満株式

買増請求によるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式（株） 

当連結会計年度 
減少株式（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  41,778,945  －  －  41,778,945

合計  41,778,945  －  －  41,778,945

自己株式         

普通株式（注）  592,400  1,721  173  593,948

合計  592,400  1,721  173  593,948

  
（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 

平成20年５月29日 

定時株主総会 
普通株式  741  18 平成20年２月29日 平成20年５月30日 

平成20年10月14日 

取締役会 
普通株式  658  16 平成20年８月31日 平成20年11月６日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月26日 

定時株主総会 
普通株式  782 利益剰余金  19 平成21年２月28日 平成21年５月27日
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当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の増加502株は単元未満株式買取請求によるものであり、減少の344株は単元未満株式買増

請求によるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり決議を予定しております。  

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式（株） 

当連結会計年度 
減少株式（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  41,778,945  －  －  41,778,945

合計  41,778,945  －  －  41,778,945

自己株式         

普通株式（注）  593,948  502  344  594,106

合計  593,948  502  344  594,106

  
（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 

平成21年５月26日 

定時株主総会 
普通株式  782  19 平成21年２月28日 平成21年５月27日 

平成21年10月13日 

取締役会 
普通株式  700  17 平成21年８月31日 平成21年11月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月25日 

定時株主総会 
普通株式  741 利益剰余金  18 平成22年２月28日 平成22年５月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 百万円 7,135

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
百万円 △491

現金及び現金同等物 百万円 6,644

  

※２. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱東光ストアを連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社

株式の取得価額と同社取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。 

  

現金及び預金勘定 百万円 9,163

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
百万円 △91

現金及び現金同等物 百万円 9,072

 流動資産  4,218百万円

 固定資産  13,924百万円

 流動負債  △12,406百万円

 固定負債  △3,141百万円

 のれん  2,673百万円

 同社株式の取得価額   5,267百万円

 同社の現金及び現金 
同等物 

△885百万円

 差引：㈱東光ストア 
取得のための支出 

4,382百万円

- 27 -



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１.        ―――― １．ファナンス・リース取引 

  (1）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

 主として店舗におけるＰＯＳ端末・厨房設備

（工具器具備品）であります。 

 （イ）無形固定資産 

  主としてソフトウェアあります。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。  

２．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

２．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

減損損失
累計額相
当額 
（百万円） 

 期末残
高相当額 
（百万円） 

建物及び
構築物 

 818  23  － 794

有形固定
資産その
他 

 4,976  2,364  115 2,495

無形固定
資産その
他 

 359  262  － 97

 合計  6,154  2,650  115 3,387

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

減損損失
累計額相
当額 
（百万円） 

 期末残
高相当額 
（百万円） 

建物及び
構築物 

818  64     － 753

有形固定
資産その
他 

4,351  2,819  106 1,425

無形固定
資産その
他 

207  181     － 25

 合計 5,377  3,065  106 2,204

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 903百万円 

１年超 2,678百万円 

合計 3,581百万円 

リース資産減損勘定残高 63百万円 

１年内 688百万円 

１年超 1,718百万円 

合計 2,406百万円 

リース資産減損勘定残高 41百万円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,004百万円 
リース資産減損勘定の取崩額 25百万円 

減価償却費相当額 916百万円 

支払利息相当額 96百万円 

減損損失 3百万円 

支払リース料 1,016百万円 
リース資産減損勘定の取崩額 75百万円 

減価償却費相当額 937百万円 

支払利息相当額 90百万円 

減損損失 8百万円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

３．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

３．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 百万円39

１年超 百万円451

合計 百万円491

１年内 百万円39

１年超 百万円400

合計 百万円439
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  １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考

慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。 

なお、当連結会計年度において、有価証券の減損処理は行っておりません。 

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成21年２月28日） 当連結会計年度（平成22年２月28日）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の 

(1）国債・地方債等  19  19  0  4  4  0

(2）社債  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  19  19  0  4  4  0

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの 

(1）国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

(2）社債  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  －  －  －

合計  19  19  0  4  4  0

  種類 

前連結会計年度（平成21年２月28日） 当連結会計年度（平成22年２月28日）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式  114  143  28  430  552  121

(2）債券   

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  114  143  28  430  552  121

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式  659  503  △155  378  313  △64

(2）債券   

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  33  29  △3  29  21  △8

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  692  533  △159  408  335  △73

合計  806  676  △130  839  887  48
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３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度 
（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

 4  1  －  －  －  －

種類 

前連結会計年度 
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券     

      非上場株式  1,253  1,445

      そ の 他  56  42

合計   1,310  1,487

種類 

前連結会計年度（平成21年２月28日） 当連結会計年度（平成22年２月28日） 

１年以内 
（百万円） 

１年超 
５年以内 
（百万円）

５年超 
10年以内 
（百万円）

10年超 
（百万円）

１年以内 
（百万円）

１年超 
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円）

10年超 
（百万円）

債券    

(1）国債・地方債等  10 9 － － －  4  － －

(2）社債  － － － － －  －  － －

合計  10 9 － － －  4  － －
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

      ――――――――――  １.取引の状況に関する事項  

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

(2）取引に関する取組方針 

 相場変動リスクに晒されている資産・負債にかかる

リスクを回避する目的のみ、デリバティブ取引を利用

する方針をとっており、短期的な売買差益を獲得する

目的や投機目的のためのデリバティブ取引は行わない

方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 借入金利等の将来の市場金利における利率上昇によ

るリスクを回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ヘッジ会計の方針 

 金融商品会計に定める特例処理によっております。 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

  ヘッジ対象・・・借入金利 

 ヘッジ方針 

 変動金利を固定金利に変換するため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

 デリバティブ取引に関する社内規定に基づき、半期

毎にヘッジの有効性の確認を行っております。ただ

し、金利スワップの特例処理が適用されているものに

ついては、有効性の確認を行っておりません。   

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利関連における金利スワップ取引においては、市

場金利の変動リスクを有しております。 

 デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高

い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと

判断しております。  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については取引権限

等を定めた社内ルールに従い、財務・経理グループが

決裁担当者の承認を得て行っております。   

２.取引の時価等に関する事項 

 金利スワップ取引は全てヘッジ会計（金利スワップ

の特例処理）を適用しているため、取引の時価等に関

する事項は記載しておりません。 
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、主に確定給付型の制度として、企業年金基金制度を設けており、

一部の連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業

員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払うことがあります。 

２．退職給付に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項  

（注）確定拠出年金への掛金については、勤務費用に含めております。   

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成22年２月28日） 

(1）退職給付債務（百万円）  △6,184  △7,171

(2）年金資産（百万円）  3,486  4,163

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円）  △2,697  △3,008

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）  1,720  1,339

(5）未認識過去勤務債務(債務の減額)（百万円）  －  △22

(6）連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4)＋(5)（百万円） 
 △976  △1,692

(7）前払年金費用（百万円）  39  49

(8）退職給付引当金 (6)－(7)（百万円）  △1,015  △1,741

  
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

(1）勤務費用（百万円）（注）  409  434

(2）利息費用（百万円）  120  129

(3）期待運用収益（減算）（百万円）  △134  △104

(4）過去勤務債務費用処理額（百万円）  －  △3

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  73  206

(6）退職給付費用 

  (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)（百万円） 
 469  662

  
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成22年２月28日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 同左 

(2）割引率 2.0％ 主に2.0％ 

(3）期待運用収益率 3.0％ 主に3.0％ 

(4）過去勤務債務の処理年数  － 主に１年 

 （主に発生した連結会計年度

において費用処理することとし

ております。） 

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年 

 （発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。） 

主に10年 

 （発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしており

ます。） 
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該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 百万円434

未払事業税等 百万円174

未払金 百万円153

未払費用 百万円54

その他 百万円90

 繰延税金資産合計 百万円907

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 百万円215

退職給付引当金 百万円363

貸倒引当金 百万円110

減価償却超過額 百万円394

土地評価損 百万円283

減損損失 百万円222

その他有価証券評価差額金 百万円58

その他 百万円185

 繰延税金資産合計 百万円1,833

繰延税金負債（固定） 

土地評価益 百万円433

その他 百万円149

 繰延税金負債合計 百万円583

繰延税金資産の純額 百万円1,250

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 百万円535

未払事業税等 百万円263

未払金 百万円300

繰越欠損金 百万円262

その他 百万円97

 繰延税金資産小計 百万円1,459

評価性引当額 百万円△593

 繰延税金資産合計 百万円865

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 百万円255

退職給付引当金 百万円612

貸倒引当金 百万円150

減価償却超過額 百万円522

土地評価損 百万円495

減損損失 百万円1,218

その他 百万円327

 繰延税金資産小計 百万円3,582

評価性引当額 百万円△745

 繰延税金資産合計 百万円2,837

繰延税金負債（固定）   

土地評価益 百万円493

その他 百万円122

 繰延税金負債合計 百万円615

繰延税金資産の純額 百万円2,221

繰延税金負債（固定） 

土地評価益 百万円68

その他 百万円44

 繰延税金負債合計 百万円113

繰延税金資産（固定）  

その他 百万円37

 繰延税金資産合計 百万円37

繰延税金負債の純額 百万円75
  

繰延税金負債（固定） 

その他 百万円58

繰延税金負債合計 百万円58

繰延税金資産（固定）  

その他 百万円36

 繰延税金資産合計 百万円36

繰延税金負債の純額 百万円21
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 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）及び当連結会計年度（自

平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）において、小売事業の売上高、営業利益及び資産

の金額は、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資産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、記載を省略しております。 

 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）及び当連結会計年度（自

平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）において、本邦以外の国または地域に所在する連

結子会社がないため、該当事項はありません。 

 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）及び当連結会計年度（自

平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）において、海外売上高がないため、該当事項はあ

りません。 

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

    

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率  40.4 ％

（調整） 

 交際費等損金不算入項目  0.6

 受取配当金等益金不算入項目  △10.1

 住民税均等割額  1.4

 税効果未認識の税務調整項目  3.0

 連結による調整項目  7.5

 その他  1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.5 ％

法定実効税率  40.4 ％

（調整） 

 交際費等損金不算入項目  0.4

 受取配当金等益金不算入項目  △7.8

 住民税均等割額  1.6

 税効果未認識の税務調整項目  2.0

 連結による調整項目  7.9

 その他  0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.0 ％

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成

18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 

平成18年10月17日）を適用しております。  

 該当事項はありません。  
  

  

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要 

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容 

㈱ラルズ     （提出会社の連結子会社） 食料品等小売事業 

㈱ホームストア  （提出会社の連結子会社） 食料品等小売事業 

(2)企業結合の法的形式 

㈱ラルズを存続会社、㈱ホームストアを消滅会社とする吸収合併 

(3)結合後企業の名称 

㈱ラルズ 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

札幌圏、室蘭圏でそれぞれ食料品等小売事業を展開している㈱ラルズと㈱ホームスト

アを合併することにより、業務の効率化、競争力の強化を図り、当社のグループ経営に

おけるシナジー効果を一段と高めることを目的としています。 

(5)企業結合日 

平成20年３月１日 

２ 実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 最終改正平成19年11月15日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配

下の取引として処理しております。 

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。  

（関連当事者情報）

（企業結合等関係）
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,443 59

１株当たり当期純利益金額 円 銭 120 73

１株当たり純資産額 円 銭 1,532 96

１株当たり当期純利益金額 円 銭 122 60

  
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当期純利益（百万円）  4,972  5,049

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  4,972  5,049

期中平均株式数（株）  41,185,808  41,184,930

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 236 478

未収入金 465 400

繰延税金資産 140 －

短期貸付金 － ※1  2,500

流動資産合計 842 3,379

固定資産   

有形固定資産   

建物 478 478

減価償却累計額 △24 △56

建物（純額） 454 422

構築物 31 31

減価償却累計額 △3 △10

構築物（純額） 27 20

工具、器具及び備品 28 35

減価償却累計額 △5 △17

工具、器具及び備品（純額） 23 17

土地 348 348

リース資産 － 35

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 33

有形固定資産合計 853 842

無形固定資産   

ソフトウエア 43 78

無形固定資産合計 43 78

投資その他の資産   

関係会社株式 41,525 46,792

その他 28 31

投資その他の資産合計 41,553 46,824

固定資産合計 42,450 47,744

資産合計 43,293 51,124
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  1,300 ※1  2,500

リース債務 － 6

未払金 79 114

未払費用 9 25

未払法人税等 1 5

賞与引当金 22 25

ポイント引当金 764 743

その他 － 12

流動負債合計 2,178 3,433

固定負債   

長期借入金 － 6,500

リース債務 － 26

役員退職慰労引当金 51 60

その他 － 1

固定負債合計 51 6,588

負債合計 2,229 10,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金   

資本準備金 19,723 19,723

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 19,724 19,724

利益剰余金   

利益準備金 305 305

その他利益剰余金   

別途積立金 10,200 10,800

繰越利益剰余金 1,403 842

利益剰余金合計 11,908 11,947

自己株式 △569 △569

株主資本合計 41,064 41,102

純資産合計 41,064 41,102

負債純資産合計 43,293 51,124
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 ※1  2,542 ※1  2,688

売上総利益 2,542 2,688

販売費及び一般管理費   

役員報酬 116 116

給料及び手当 239 230

賞与引当金繰入額 14 25

退職給付費用 6 6

役員退職慰労引当金繰入額 9 9

租税公課 38 19

減価償却費 32 59

リース料 73 85

業務委託費 59 62

教育採用費 72 71

修繕費 － 55

支払報酬 － 56

その他 281 226

販売費及び一般管理費合計 945 1,025

営業利益 1,597 1,663

営業外収益   

受取利息 0 4

ポイント収入額 ※1  1,274 ※1  1,998

その他 26 27

営業外収益合計 1,300 2,030

営業外費用   

支払利息 8 30

ポイント引当金繰入額 1,274 1,998

その他 0 1

営業外費用合計 1,282 2,030

経常利益 1,615 1,662

特別損失   

賞与引当金繰入額 7 －

その他 ※1  23 －

特別損失合計 31 －

税引前当期純利益 1,583 1,662

法人税、住民税及び事業税 1 1

法人税等調整額 65 140

法人税等合計 66 141

当期純利益 1,517 1,521
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,723 19,723

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,723 19,723

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 19,724 19,724

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 19,724 19,724

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 305 305

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 305 305
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,200 10,200

当期変動額   

別途積立金の積立 － 600

当期変動額合計 － 600

当期末残高 10,200 10,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,287 1,403

当期変動額   

別途積立金の積立 － △600

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 1,517 1,521

当期変動額合計 116 △561

当期末残高 1,403 842

利益剰余金合計   

前期末残高 11,792 11,908

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,517 1,521

当期変動額合計 116 38

当期末残高 11,908 11,947

自己株式   

前期末残高 △566 △569

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △569 △569

株主資本合計   

前期末残高 40,949 41,064

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 1,517 1,521

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 114 38

当期末残高 41,064 41,102
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

純資産合計   

前期末残高 40,949 41,064

当期変動額   

剰余金の配当 △1,400 △1,482

当期純利益 1,517 1,521

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 114 38

当期末残高 41,064 41,102
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 該当事項はありません。   

(4）継続企業の前提に関する注記

(5）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率法   

   ただし、平成10年４月１日以後取

得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物        ４～39年 

構築物          10～30年 

工具、器具及び備品３～６年 

  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

   ただし、平成10年４月１日以後取

得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物        ４～39年 

構築物          10～30年 

工具、器具及び備品３～６年 

  (2）無形固定資産 

     自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

      ―――― 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

(3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

 なお、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

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

  

３．引当金の計上基準 

  

(1）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(1）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

  (追加情報） 

 当期に、賞与の支給対象期間を

変更しております。これに伴う変

更前後の支給対象期間の重複する

部分は「特別損失」に8百万円計上

しております。 

 これに伴い、賞与引当金7百万

円、未払費用0百万円が増加してお

ります。また、賞与の支給対象期

間を変更したことにより、税引前

当期純利益が8百万円減少しており

ます。 
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（会計方針の変更） 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  (2）ポイント引当金 

 従来、各連結子会社は独自のカ

ードより、それぞれカード展開を

行っておりましたが、平成20年４

月より、「アークスＲＡＲＡカー

ド」及び「アークスＲＡＲＡＪＣ

Ｂカード」に集約し、新ポイント

制度をスタートいたしました。 

 純粋持株会社である当社は、連

結子会社において、顧客に付与さ

れたポイントの使用による売上値

引等に備えるため、当期末におい

て将来使用されると見込まれる金

額を、ポイント引当金として計上

することにいたしました。これに

伴い、当期に対応する金額1,274百

万円を、「営業外費用」に計上し

ております。 
  

(2）ポイント引当金 

 純粋持株会社である当社は、連

結子会社において、顧客に付与さ

れたポイントの使用による売上値

引等に備えるため、当期末におい

て将来使用されると見込まれる金

額を、ポイント引当金として計上

しております。  

  (3）役員退職慰労引当金 

   役員の将来の退職慰労金支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

  

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が、借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

―――― 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

(6）重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

         ―――――――  

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当期より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 これによる、損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。 
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（表示方法の変更） 

前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の増加1,712株は単元未満株式買取請求によるものであり、減少の173株は単元未満株

式買増請求によるものであります。 

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の増加502株は単元未満株式買取請求によるものであり、減少の344株は単元未満株式買

増請求によるものであります。 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

（損益計算書）  

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「業務委託費」は、販売費及び一般

管理費の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。 

 なお、前期における「業務委託費」の金額は7百万円で

あります。 

（損益計算書）  

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「修繕費」及び「支払報酬」は、販

売費及び一般管理費の合計額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前期における「修繕費」及び「支払報酬」の金

額は、それぞれ37百万円、15百万円であります。 

  

(7）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

※１．関係会社項目 ※１．関係会社項目 

短期借入金 百万円1,300 短期貸付金 百万円2,500

  短期借入金 百万円2,500

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 百万円2,542

ポイント収入額 百万円1,258

株式交換損失 百万円22

売上高 百万円2,688

ポイント収入額 百万円1,970

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株）

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注）  590,686  1,712  173  592,225

合計  590,686  1,712  173  592,225

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株）

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注）  592,225  502  344  592,383

合計  592,225  502  344  592,383
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１.        ―――― １．ファナンス・リース取引 

  (1）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

 主として本社における事務設備（工具器具備

品）であります。 

 （イ）無形固定資産 

  主としてソフトウェアあります。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。  

２．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

２．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

有形固定資産
工具、器具及
び備品 

 475  229  246

無形固定資産
その他 

 299  212  86

合計  775  442  332

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

有形固定資産
工具、器具及
び備品 

 260  165  94

無形固定資産
その他 

 151  131  19

合計  411  297  113

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 百万円111

１年超 百万円224

合計 百万円336

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 百万円48

１年超 百万円87

合計 百万円135

(3）支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当

額 

支払リース料 百万円103

減価償却費相当額 百万円99

支払利息相当額 百万円3

支払リース料 百万円81

減価償却費相当額 百万円78

支払利息相当額 百万円1

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 
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前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日）及び当事業年度（自平成21年３月１日

至平成22年２月28日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動資産） 

賞与引当金 百万円9

ポイント引当金 百万円131

繰延税金資産合計 百万円140

繰延税金資産 

賞与引当金 百万円 10

ポイント引当金   百万円 300

繰越欠損金   百万円 114

その他   百万円 86

  小計  百万円 510

評価性引当額 百万円 △510

繰延税金資産合計 百万円 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.4

（調整） 

交際費等損金不算入項目  1.4

受取配当金等益金不算入項目  △56.0

その他   18.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％4.2

法定実効税率 ％40.4

（調整） 

交際費等損金不算入項目  1.1

受取配当金等益金不算入項目  △42.6

その他   9.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％8.5

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

  至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 997円03銭 

１株当たり当期純利益金額      円 銭 36 84

１株当たり純資産額 円 銭 997 96

１株当たり当期純利益金額 円 銭 36 94

  
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日）  

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日）  

当期純利益（百万円）  1,517  1,521

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,517  1,521

期中平均株式数（株）  41,187,531  41,186,653

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

(2）仕入及び販売の状況 

①仕入実績 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②販売実績  

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

事業部門等 

前連結会計年度 
自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日 

当連結会計年度 
自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日 前期比（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食品   158,236  80.3  166,145  79.7  105.0

衣料品  2,783  1.4  2,515  1.2  90.4

住居関連  11,418  5.8  11,569  5.5  101.3

テナント  6,132  3.1  9,003  4.3  146.8

酒類等販売事業  15,522  7.9  16,476  7.9  106.1

ＤＰＥ事業 174  0.1  169  0.1  96.8

医薬品小売事業  959  0.5  895  0.4  93.4

計  195,226  99.1  206,774  99.1  105.9

観光事業  102  0.1  97  0.1  94.4

その他の事業   1,639  0.8  1,694  0.8  103.4

合計  196,968  100.0  208,566  100.0  105.9

事業部門等 

前連結会計年度 
自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日 

当連結会計年度 
自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日 前期比（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食品  205,564  81.0  217,426  80.3  105.8

衣料品  4,138  1.6  3,835  1.4  92.7

住居関連  14,175  5.5  15,230  5.6  107.4

テナント  6,734  2.7  9,925  3.6  147.4

酒類等販売事業  17,787  7.0  18,741  6.9  105.4

ＤＰＥ事業  455  0.2  426  0.2  93.5

医薬品小売事業  1,288  0.5  1,225  0.5  95.1

計  250,144  98.5  266,812  98.5  106.7

観光事業  428  0.2  411  0.2  96.0

その他の事業   3,323  1.3  3,499  1.3  105.3

合計  253,896  100.0  270,722  100.0  106.6
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