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１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 127,132 5.6 4,614 4.5 5,022 5.0 2,905 3.1
19年８月中間期 120,440 5.0 4,416 23.5 4,783 19.8 2,819 97.0

20年２月期 241,455  8,133  8,882  4,908  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 70 54 － －
19年８月中間期 68 20 － －

20年２月期 118 89   

 （参考）持分法投資損益 20年８月中間期 10百万円 19年８月中間期 9百万円 20年２月期 19百万円

(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

20年８月中間期 100,774 58,335 57.9 1,416 41
19年８月中間期 99,146 55,437 55.9 1,340 91

20年２月期 96,956 56,200 58.0 1,364 27
 （参考）自己資本 20年８月中間期 58,335百万円 19年８月中間期 55,424百万円 20年２月期 56,189百万円

(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

20年８月中間期 7,251 △2,214 △2,533 9,054
19年８月中間期 7,017 △1,755 △3,058 7,735

20年２月期 8,707 △3,226 △4,462 6,550

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 15 00 18 00 33 00
21年２月期 16 00 －
21年２月期（予想） － 17 00 33 00

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）
（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 253,000 4.8 8,250 1.4 9,000 1.3 5,000 1.9 121 40
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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）中間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（中間連結財務諸表作成

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　　　　　　　　有

（注）詳細は、21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）
 20年８月中間期 19年８月中間期 20年２月期

期末発行済株式数
（自己株式を含む）          41,778,945株 41,778,945株 41,778,945株

期末自己株式数       593,304 株 445,534株        592,400株
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32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．平成20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）
(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 2,180 14.1 1,723 10.9 1,722 11.0 1,689 22.2
19年８月中間期 1,910 2.0 1,554 △0.9 1,552 △1.1 1,383 △6.6

20年２月期 2,272  1,547  1,543  1,366  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 41 03
19年８月中間期 33 46

20年２月期 33 11

(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

20年８月中間期 43,248 41,896 96.9 1,017 22
19年８月中間期 41,899 41,821 99.8 1,011 78

20年２月期 42,055 40,949 97.4 994 21
（参考）自己資本 20年８月中間期 41,896百万円 19年８月中間期 41,821百万円 20年２月期 40,949百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,540 11.8 1,511 △2.3 1,530 △0.9 1,576 15.3 38 26

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので

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ページを参照してください。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

  当中間期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を端緒とする海外経済の減速、国

際原材料価格の高騰に伴う国内物価の上昇等から、輸出が鈍化し、生産活動が減少傾向に転じたほか、

個人消費も伸び悩み、後退局面入りの様相を呈してまいりました。一方、北海道経済につきましては、

全国同様、個人消費の低迷が続くなか、公共投資、住宅投資の落ち込みなど、総じて厳しい状況が続

きました。

 当社グループの主力事業である小売業界におきましては、業務提携、事業統合など再編の動きが加

速する一方、消費者の価格志向の高まりとともに、消費行動の多様化が進展しつつあり、これらの

変化に柔軟に対応し得る経営戦略が求められる時代となってまいりました。

  このような状況のもと、当社グループは地域に根差したライフライン企業として、家計を応援す

る「インフレファイター」の姿勢を明確にし、平成19年度より展開しております価格据え置き特別

企画「食卓応援価宣言」の継続、強化に努めてまいりました。また、平成20年４月から８月にかけ

て、子会社各社が独自に展開していたポイントカードを、グループ統一の「アークスＲＡＲＡカー

ド」「アークスＲＡＲＡＪＣＢカード」の２種類へ集約し、お客さまの利便性向上と販売力の強化

に取り組んでおります。

  店舗展開につきましては、多様化するお客さまのニーズにお応えすべく、新たな業態への進出を

含め積極的に取り組んでまいりました。平成20年４月には、㈱福原において、中標津町内２店舗目

となるフクハラ中標津店をオープンいたしました。同年６月には、㈱エルディにおいて、当社グルー

プ初の本格的なホームセンター事業となる「カインズホーム大曲店」を、㈱ラルズにおいて「スー

パーアークス大曲店」を、北広島市の大型ショッピングセンター「インターヴィレッジ大曲」の核

テナントとしてオープンいたしました。また、同年７月には㈱道南ラルズにおいて「スーパーアー

クス戸倉店」を函館市に、同年８月には㈱ふじにおいて「スーパーアークスウエスタン北彩都」を

旭川市にそれぞれオープンし、スーパーアークス業態の拡充を図っております。既存店舗につきま

しては、㈱ラルズにおいて、「ラルズストア大麻駅前店」の改装を実施いたしました。

 この結果、当中間期末現在、当社グループにおける総店舗数は173店舗、うちスーパーアークスは

７店舗となっております。

 なお、平成20年３月１日には、グループ経営のシナジー効果を一段と高めるべく、札幌市の㈱ラル

ズと室蘭市の㈱ホームストアを合併（存続会社㈱ラルズ）したほか、同年３月４日に㈱ふじと留萌

市の㈱中央スーパーとの業務提携を実現いたしました。また、同年10月1日には札幌市中央区に本社

を移転しております。

  以上の結果、当中間期の連結業績は、売上高1,271億32百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益

46億14百万円（前年同期比4.5％増）、経常利益50億22百万円（前年同期比5.0％増）、中間純利益

29億5百万円（前年同期比3.1％増）となり、中間期としては７期連続の増収増益となりました。

②当期の見通し

今後の見通しにつきましては、物価上昇圧力の継続や世界的な金融危機の影響等から、わが国経済

の下振れリスクは一段と高まるものと思われます。また、当社グループの主力事業であるスーパー

マーケット業界におきましては、先行き不透明感による消費者マインドの悪化に加え、食の安全性の

問題等から、過去に経験したことのない消費行動の変化が予想され、従来にも増して難しい舵取りが

要求される局面を迎えるものと予測されます。
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当社グループでは、こうした状況に対処すべく、「食卓応援価宣言」の継続と一層の充実を図ると

ともに、グループ統一ポイントカードの機能強化、新たな販売チャネルの開発等へ取り組むことによ

り、魅力ある商品とサービスの提供に努めてまいります。また、グループガバナンス及びコンプライ

アンス体制の強化を通して、健康で安心、安全な食品を提供してまいります。

今後の店舗展開につきましては、当中間期においてスーパーアークスを中心とする大型店を集中的

に出店したこと、建築資材価格が過去に例のない高水準となっていること等から、着手時期、費用対

効果を慎重に見極めた上で、時代の変化に相応しい手法を模索し、新規出店及び店舗改装に取り組ん

でいく所存です。

当期の連結業績見通しにつきましては、経営環境の一段の悪化が予想されるものの、ポイントカー

ドを活用した販売力強化策の実施等により、売上高2,530億円（前期比4.8％増）、営業利益82億50百

万円（前期比1.4％増）、経常利益90億円（前期比1.3％増）、当期純利益50億円（前期比1.9％増）

と、当初計画どおりの業績を想定しております。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当中間期末における総資産は、前期末と比較して38億17百万円増加し、1,007億74百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金の増加額24億93百万円並びに、当中間期において本社移転及び新規

出店などにより建物及び構築物が2億13百万円、土地が4億15百万増加したことなどによるものです。

負債は、前期末と比較して16億82百万円増加し、424億38百万円となりました。 これは主に、季節

的な要因に伴う商品仕入の増加により、買掛金等が31億63百万円増加したことなどによるものです。

純資産は、前期末と比較して21億35百万円増加し、583億35百万円となりました。 これは主に、中

間純利益29億5百万円が計上されたことなどによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当中間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25億３百万円増加し、90億54

百万円（対前年同期比では17.0％増）となりました。当中間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、税金等調整前中間純利益51億91百万円、減価償却費11億75

百万円、季節的な要因に伴う商品仕入及び新規出店などによる仕入債務の増加額31億63百万円、及び

法人税等の支払額21億92百万円などにより、72億51百万円（対前年同期比では3.3％増）の収入とな

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、当中間期において実施した新規出店及び既存店舗改装など

に伴う、有形固定資産の取得による支出15億98百万円、差入保証金の増加による支出7億64百万円な

どにより、22億14百万円（対前年同期比では26.1％増）の支出となりました。

（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、短期借入金の減少額3億10百万円、長期借入金の返済によ

る支出18億27百万円、配当金の支払額7億41百万円などにより、25億33百万円（対前年同期比では

17.2％減）の支出となりました。
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　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。

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期

 自己資本比率 (％) 54.7 54.7 55.8 58.0 57.9

 時価ベースの

 自己資本比率 (％)
56.1 71.4 65.8 58.1 62.5

 キャッシュ・フロー対

 有利子負債比率(年)
3.5 3.0 2.1 1.6 0.7

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ　(倍)
40.3 48.5 72.9 74.6 157.8

(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：（総資産－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 

中間期末におけるキャッシュ・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×２） 

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×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお

ります。

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（中間連結）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、平成20年８月31日現在の株主の皆様に対しまして１株当たり16円の中間配

当金を支払わせていただきます。なお、１株当たりの期末配当金は17円を予定しておりますので、１

株当たり年間配当金は33円となり、平成20年4月14日付の決算短信にて開示しております配当予想か

らの変動はございません。

　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。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のような

ものがあります。なお、文中における将来に関する事項は中間決算短信発表日現在において当社が判

断したものであります。

①法的規制等について

　スーパーマーケット店舗の出店・増床に際しては、「まちづくり３法」(都市計画法、大規模小売

店舗立地法、中心市街地活性化法)の規制を受けております。特に、大規模小売店舗立地法では一つ

の建物における店舗面積の合計が1,000㎡を越える新規出店並びに増床について、当該店舗周辺の地

域の生活環境を保持するため、交通渋滞、交通安全、騒音、環境等の問題に適正な対処がなされてい

るか否かの観点から、国及び地方自治体による出店の規制が行われます。従って、店舗の新設・増床

等を申請する前の環境調査や、出店が周辺地域の生活環境に与える影響の予想等に時間を要する場合

もあるため、当社グループの出店政策にも影響を及ぼす可能性があります。

②賃借した土地等の継続的使用について

　当社グループは、新規出店の際の店舗用地及び設備について土地及び建物を取得する場合と賃借す

る場合があります。賃借する場合は、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地等の所

有者である法人・個人が破綻等の状態に陥り、土地等の継続的使用が困難となった場合には、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。

③個人情報の管理について

　当社グループは、個人情報を保有しております。ガイドライン等の策定・遵守や従業員教育等を通

じ個人情報の厳正な管理に留意しておりますが、個人情報の流出により問題が発生した場合には、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④同業他社との競争激化及び消費動向による影響について

　小売業界では国内外の有力企業を交えた競争が激化しております。当社グループでは、エリアドミ

ナント戦略により特定の地域に集中した店舗展開を行うことで経営効率を高めておりますが、当社グ

ループの経営成績は同業他社との競争激化や消費動向による影響を受ける可能性があります。

⑤食品の安全性・衛生管理について

　当社グループは、食品の安全性・衛生管理について、各店舗へのＣＧＣ＆ジョンソンアンドジョン

ソン・トータル・クリンリネスシステムの導入により衛生管理を徹底しております。しかし、牛海綿

状脳症（ＢＳＥ）や鳥インフルエンザ等が発生する可能性は零ではないため、一般消費者に食品に対

する不安感が広まった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑥情報システム上のリスクについて

　当社グループは、グループ統一の情報システム「ｅ-ＡＲＣＳ」を稼動しております。店舗と本部、

仕入先の３者を高速オンラインで結ぶ電子商取引システム、遠距離でもローコストでの通信を可能に

するＩＰ電話網の構築、店舗業務支援システムの活用等を行っており、これに対し適切なセキュリ

ティ対策を実施しております。しかし、災害、停電、ソフトウエア及び機器の欠陥、コンピュータ

ウィルスの感染、不正アクセス等、予測の範囲を超える事柄により情報システムの停止または一時的

な混乱、内部情報の流出、漏洩、改ざん等のリスクがあります。このような事態が発生した場合は営

業活動に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦退職給付関係について

　当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上で使用される割引率、年金資産の期

待運用収益率等に基づき算出されております。この前提が経済環境その他の要因で変動した場合や、

年金資産の運用実績が低下した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。
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⑧固定資産の減損について

　「固定資産の減損に係る会計基準 」の適用により、定期的に保有資産の将来キャッシュ・フロー

等を算定し減損額の認識測定を行っております。当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さな

い場合は、減損損失が計上され、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

２．企業集団の状況

［事業の内容］

　当社グループは、当社及び、主要な子会社９社、その他の子会社３社並びに関連会社１社の計14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。

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を中心としたホームセンター、㈲ふっくら工房はパンの製造販売を行ってお

ります。

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７社）

　㈱ラルズ、㈱福原、㈱ふじ、㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ及び㈱道南ラルズは、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。
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 当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

 

株式会社アークス 

（持株会社） 

（連結子会社） 
㈱道東ラルズ 

（非連結子会社） 
㈱北海道ネイチャーセンター 

（連結子会社） 
㈱ラルズ 

（連結子会社） 
㈱道北ラルズ 

（連結子会社） 
㈱イワイ 

（連結子会社） 
㈱福原 

（非連結子会社） 
㈲ふっくら工房 

（連結子会社） 
㈱エルディ 

（連結子会社） 
㈱ライフポート 

※（関連会社） 
㈱北海道シジシー 

※持分法適用会社 

営業指導 

商品供給 

施設保守管理 

店舗賃貸 

（連結子会社） 
㈱道南ラルズ 

（連結子会社） 
㈱ふじ 

（非連結子会社） 
㈱ナイス．フーズ 

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
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,859 9,145 6,652

２．受取手形及び売掛金 1,276 1,542 1,303

３．有価証券 － 10 －

４．たな卸資産 6,119 6,427 6,050

５．繰延税金資産 620 848 752

６．その他 2,272 2,727 2,844

貸倒引当金 △1 △0 △7

流動資産合計 18,147 18.3 20,700 20.5 17,595 18.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※４ 26,760 26,140 25,927

(2）土地 ※４ 37,782 37,937 37,522

(3）その他 1,332 1,368 1,562

有形固定資産合計 65,876 66.5 65,447 65.0 65,012 67.0

２．無形固定資産 124 122 126

無形固定資産合計 124 0.1 122 0.1 126 0.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券
※2、
3

3,371 2,725 2,970

(2）敷金・保証金 ※３ 7,686 9,497 7,515

(3）繰延税金資産 1,336 1,205 1,320

(4）長期貸付金  1,434 55 1,437

(5）その他  1,296 1,236 1,276

貸倒引当金   △127   △216   △297  

投資その他の資産合計 14,998 15.1 14,503 14.4 14,221 14.7

固定資産合計 80,999 81.7 80,073 79.5 79,360 81.8

資産合計 99,146 100.0 100,774 100.0 96,956 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 14,630 16,014 12,851

２．短期借入金 ※４ 8,628 8,486 9,258

３．未払法人税等 2,045 2,245 2,097

４．未払消費税等 406 385 576

５．賞与引当金 809 1,021 750

６．カードポイント引当
金

－ 451 －

７．その他 4,223 4,165 4,029

流動負債合計 30,744 31.0 32,770 32.5 29,563 30.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※４ 5,812 2,146 4,649

２．退職給付引当金 1,408 1,076 1,325

３．役員退職慰労引当金 614 641 627

４．繰延税金負債 560 230 306

５．預り保証金 ※４ － 5,153 －

６．負ののれん 180 82 137

７．その他
※４
　

4,388 337 4,145

固定負債合計 12,964 13.1 9,668 9.6 11,192 11.5

負債合計 43,709 44.1 42,438 42.1 40,756 42.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  10,000 10.1 10,000 9.9 10,000 10.3

２．資本剰余金  9,936 10.0 9,936 9.9 9,936 10.3

３．利益剰余金  35,211 35.5 38,734 38.4 36,450 37.6

４．自己株式  △331 △0.3 △568 △0.5 △567 △0.6

株主資本合計 54,816 55.3 58,102 57.7 55,819 57.6

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額
金

 608 0.6 233 0.2 370 0.4

評価・換算差額等合計 608 0.6 233 0.2 370 0.4

Ⅲ　少数株主持分  13 0.0 － － 10 0.0

純資産合計 55,437 55.9 58,335 57.9 56,200 58.0

負債純資産合計 99,146 100.0 100,774 100.0 96,956 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 120,440 100.0 127,132 100.0 241,455 100.0

Ⅱ　売上原価 93,570 77.7 98,464 77.5 187,016 77.4

売上総利益 26,870 22.3 28,667 22.5 54,438 22.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．宣伝装飾費 1,964 1,893 4,132

２．店舗賃借料 1,603 1,649 3,225

３．給料手当 9,129 9,485 19,707

４．賞与引当金繰入額 809 1,021 750

５．カードポイント引当
金繰入額

－ 364 －

６．退職給付費用 190 227 379

７．減価償却費 1,101 1,175 2,289

８．その他 7,655 22,454 18.6 8,234 24,053 18.9 15,819 46,305 19.2

営業利益 4,416 3.7 4,614 3.6 8,133 3.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 21 20 48

２．受取配当金  38 46 63

３．負ののれん償却額  48 39 91

４．持分法による投資利
益

9 10 19

５．電算機事務処理料 166 152 333

６．その他 ※１ 170 454 0.4 216 486 0.4 369 925 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 75 61 149

２．その他 11 87 0.1 16 78 0.0 26 176 0.1

経常利益 4,783 4.0 5,022 4.0 8,882 3.7

Ⅵ　特別利益

１．前期損益修正益 － 53 －

２．貸倒引当金戻入益 92 81 －

３．固定資産売却益 ※２ 6 － 7

４．投資有価証券売却益 26 1 26

５．その他 － 125 0.1 65 202 0.2 9 43 0.0
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※３ 6 6 21

２．減損損失 ※４ 85 14 137

３．退店費用 － 1 －

４．カード切替費用 － － 171

５．その他 3 94 0.1 12 34 0.1 82 413 0.2

税金等調整前中間（当
期）純利益

4,814 4.0 5,191 4.1 8,513 3.5

法人税、住民税及び事
業税

1,943 2,140 3,585

法人税等調整額 58 2,001 1.7 145 2,285 1.8 20 3,606 1.5

少数株主損失 6 0.0 － － 1 0.0

中間（当期）純利益 2,819 2.3 2,905 2.3 4,908 2.0

(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年8月31日）

 

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価証

券評価

差額金

平成19年２月28日残高

（百万円）
10,000 9,935 33,022 △318 52,640 770 19 53,430

中間連結会計期間中の

変動額

剰余金の配当 － － △629 － △629 － － △629

中間純利益 － － 2,819 － 2,819 － － 2,819

自己株式の取得 － － － △13 △13 － － △13

自己株式の処分 － 0 － 0 0 － － 0

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

－ － － － － △162 △6 △168

中間連結会計期間中の

変動額合計（百万円）
－ 0 2,189 △13 2,176 △162 △6 2,007

平成19年８月31日残高

（百万円）
10,000 9,936 35,211 △331 54,816 608 13 55,437
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当中間連結会計期間（自　平成20年3月1日　至　平成20年8月31日）

 

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価証

券評価

差額金

平成20年２月29日残高

（百万円）
10,000 9,936 36,450 △567 55,819 370 10 56,200

中間連結会計期間中の

変動額

剰余金の配当 － － △741 － △741 － － △741

中間純利益 － － 2,905 － 2,905 － － 2,905

自己株式の取得 － － － △1 △1 － － △1

自己株式の処分 － 0 － － 0 － － 0

その他 － － 120 － 120 － － 120

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

－ － － － － △137 △10 △147

中間連結会計期間中の

変動額合計（百万円）
－ 0 2,284 △1 2,283 △137 △10 2,136

平成20年８月31日残高

（百万円）
10,000 9,936 38,734 △568 58,102 233 － 58,335

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

 

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価証

券評価

差額金

平成19年２月28日残高

（百万円）
10,000 9,935 33,022 △318 52,640 770 19 53,430

連結会計年度中の変動

額

剰余金の配当 － － △1,250 － △1,250 － － △1,250

当期純利益 － － 4,908 － 4,908 － － 4,908

自己株式の取得 － － － △249 △249 － － △249

自己株式の処分 － 0 － 0 0 － － 0

その他 － － △230 － △230 － － △230

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額）

－ － － － － △399 △8 △408

連結会計年度中の変動

額合計（百万円）
－ 0 3,428 △249 3,179 △399 △8 2,770

平成20年２月29日残高

（百万円）
10,000 9,936 36,450 △567 55,819 370 10 56,200
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 4,814 5,191 8,513

減価償却費 1,101 1,175 2,289

減損損失 85 14 137

負ののれん償却額 △48 △39 △91

受取利息及び受取配当金 △59 △67 △111

支払利息 75 61 149

固定資産売却益 △6 － △7

固定資産除売却損 6 6 21

投資有価証券売却益 △26 △1 △26

投資有価証券評価損 － 5 －

投資事業組合運用損益 △0 2 △3

持分法による投資利益 △9 △10 △19

株式交付費 3 2 3

役員退職慰労引当金の増減額 △17 13 △3

退職給付引当金の減少額 △84 △248 △168

賞与引当金の増加額 179 271 121

貸倒引当金の増減額 △92 △88 83

カードポイント引当金の増加額 － 451 －

売上債権の増加額 △187 △238 △214

たな卸資産の増加額 △213 △376 △144

その他流動資産の増減額 403 289 △218

仕入債務の増加額 2,656 3,163 877

その他流動負債の増減額 197 △1 654

未払消費税等の増減額 53 △191 223

営業保証金等の増減額 6 △62 63

その他 △37 110 △64

小計 8,800 9,431 12,063

利息及び配当金の受取額 54 58 93

利息の支払額 △59 △45 △116

法人税等の支払額 △1,778 △2,192 △3,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,017 7,251 8,707
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の払出しによる収入 12 12 75

長期性預金の預入れによる支出 △12 △1 △53

有形固定資産の取得による支出  △1,528 △1,598 △3,273

有形固定資産の売却による収入 22 － 98

有形固定資産の除却による支出 － △1 △1

無形固定資産の純増加額  △0 △2 △8

投資有価証券の取得による支出 △3 △0 △4

投資有価証券の売却による収入 57 4 65

貸付金による純増減額 10 △0 23

差入保証金の増加による支出 △493 △764 △601

差入保証金の減少による収入 127 80 386

預り保証金の増加による収入  155 140 270

預り保証金の減少による支出 △79 △125 △154

その他固定資産の純増減額 △11 12 △28

その他 △12 29 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,755 △2,214 △3,226

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 △260 △310 1,070

長期借入れによる収入 － 350 250

長期借入金の返済による支出 △2,151 △1,827 △4,278

自己株式の売却による収入 0 0 0

自己株式の取得による支出 △13 △1 △250

配当金の支払額 △629 △741 △1,250

少数株主への配当金支払額 △0 － △0

株式交付費 △3 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,058 △2,533 △4,462

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 2,203 2,503 1,018

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,532 6,550 5,532

Ⅵ　連結子会社の非連結子会社合併による
現金及び現金同等額の増加額

0 － 0

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 7,735 9,054 6,550
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　10社

連結子会社名

㈱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、㈱

ホームストア

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　９社

連結子会社名

㈱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．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  10社

連結子会社名

㈱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、㈱

ホームストア

　　 ㈱ラルズは、平成20年３月１

日付で㈱ホームストアを吸収合併

しております。　　　　　　　　

　　

(2) 非連結子会社の数　３社

非連結子会社名

㈲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、

中間純利益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

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

㈲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、

中間純利益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

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

㈲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．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 

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 

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 

(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

㈱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

㈱北海道ネイチャーセンター、

㈲ふっくら工房、㈱ナイス．

フーズ　　　　　　　　　　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(3) 持分法を適用していない非連

結子会社は中間純利益（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中間連

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) 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．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の決算日等に関する事

項

 すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券 ①　有価証券 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

(ア）満期保有目的の債券

……同左

(ア）満期保有目的の債券

……同左

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

……中間決算末日の市場

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）

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

……同左

(イ）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）

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

……同左

時価のないもの

……同左

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

……同左

②　たな卸資産

商品

……同左
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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、残存価額を零とした定

額法によっております。

　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

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、残存価額を零とした定

額法によっております。

　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

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、残存価額を零とした定

額法によっております。

　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

(会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。なお、この変更による営

業利益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益に与える影響額は軽

微であります。

(追加情報）

　　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、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

税金等調整前中間純利益はそれぞ

れ33百万円減少しております。

(会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の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28百万円減

少しております。

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

定額法

       同左

 

②　無形固定資産

定額法

 　　同左

 

(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勘案し、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

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

同左

②　賞与引当金

同左

③　　　――――――

 

③　カードポイント引当金

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ＲＡ

ＲＡカード」及び「アークスＲ

ＡＲＡＪＣＢ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、当中間連結会計期間末に

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、当中間連結会

計期間に対応する金額364百万

円を、「販売費及び一般管理

費」に計上しております。

③　　　――――――

 

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、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

　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

務期間年数以内の一定の年数

（１年）による按分額を費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

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。

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、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

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。

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。

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、翌連結会計

年度から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

中間連結会計期間末要支給額を

計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

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、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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）繰延資産の処理方法

同左

(4）繰延資産の処理方法

同左

(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

転され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）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(6）消費税等の会計処理方法

同左

(6）消費税等の会計処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間連結貸借対照表） 

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」（277百

万円）は、固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間は「負ののれん」と表示して

おります。

（中間連結損益計算書） 

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」と

して表示しておりましたが、当中間連結会計期間は「負の

のれん償却額」と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」と

して表示しておりましたが、当中間結会計期間は「負のの

れん償却額」と表示しております。

（中間連結貸借対照表） 

　従来、建設協力金及び受入建設協力金は、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、建設協力金及び受入建設協力金は、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「受入建設協力金」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、建設協力金及び受入建設協力金は、

金融商品会計基準適用後に「敷金・保証金」及び「受入保

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、前中間連結会計期間に、「貸付金」

として表示した金額は、1,394百万円（短期貸付金14百万

円　長期貸付金1,380百万円）であります。

　受入建設協力金のうち、前中間連結会計期間に、「借入

金」として表示した金額は、1,601百万円（短期借入金114

百万円　長期借入金1,487百万円）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、当中

間連結会計期間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表記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間における当該金額は3,875百

万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　建設協力金のうち、前中間連結会計期間に、「貸付金に

よる純増減額」として表示した金額は、４百万円（支出）

であります。また、受入建設協力金のうち、前中間連結会

計期間に、「長期借入金の返済による支出」として表示し

た金額は、51百万円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

23,531百万円 26,081百万円 25,170百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に対

する資産は次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 172百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に対

する資産は次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 188百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に対

する資産は次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 182百万円

※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．「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．「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。

投資有価証券 19百万円

保証金 5百万円

投資有価証券 16百万円 投資有価証券 18百万円

取引保証、敷金の担保提供資産 取引保証、敷金の担保提供資産 取引保証、敷金の担保提供資産

投資有価証券 8百万円 投資有価証券 8百万円 投資有価証券 8百万円

※４．担保提供資産 ※４．担保提供資産 ※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。

(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。

(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 2,579百万円

土地 3,316百万円

計 5,895百万円

建物及び構築物 2,318百万円

土地 3,316百万円

計 5,635百万円

建物及び構築物 2,355百万円

土地 3,223百万円

計 5,578百万円

(2）上記に対応する債務 (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 1,334百万円

長期借入金 4,653百万円

（一年以内に返済予定の長期借

入金1,208百万円を含む）

預り保証金 302百万円

計 6,291百万円

短期借入金 972百万円

長期借入金 3,114百万円

（一年以内に返済予定の長期借

入金1,673百万円を含む）

預り保証金 347百万円

計 4,434百万円

短期借入金 1,118百万円

長期借入金 4,188百万円

（一年以内に返済予定の長期借

入金1,701百万円を含む）

預り保証金 300百万円

計 5,607百万円

㈱アークス（９９４８）　平成 20 年８月期　中間決算短信

－ 22 －



（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．「その他」の主な内訳は、次の

とおりであります。

※１．「その他」の主な内訳は、次の

とおりであります。

※１．「その他」の主な内訳は、次の

とおりであります。

日専連等利用分量

分配金
16百万円

未請求債務戻入額 16百万

円

未請求債務戻入額 27百万円 日専連等利用分量

分配金
16百万円

未請求債務戻入額 44百万円

※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※２．　　　　　―――――― ※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

土地 4百万円

建物 2百万円

工具器具備品 0百万円

計 6百万円

土地 5百万円

建物 2百万円

工具器具備品 0百万円

計 7百万円

※３．固定資産除売却損の内訳は次の

とおりであります。

※３．固定資産除売却損の内訳は次の

とおりであります。

※３．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 2百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 2百万円

計 6百万円

除却損

建物及び構築物 3百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 2百万円

計 6百万円

建物及び構築物の除却損には、

解体費用が含まれております。　

　　

除却損

建物及び構築物 7百万円

車両運搬具 1百万円

工具器具備品 11百万円

ソフトウェア 0百万円

計 20百万円

建物及び構築物の除却損には、

解体費用が含まれております。　

　　

売却損   

  土地 0百万円

  工具器具備品 0百万円

計 0百万円

※４．減損損失

(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要　　

※４．減損損失

(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要　　

※４．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3店舗 85

 合計   85

 （単位：百万円）

用途 種類 場所 金額

 店舗等 建物等 道央地区1店舗 14

 合計   14

 （単位：百万円）

用途 種類 場所 金額

 店舗等 建物等 道央地区 119

 店舗等 建物等 道東地区 7

 店舗等 建物等 道北地区 10

 合計   137
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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おりま

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。　　　

 

(2) 減損損失を認識するに至った

経緯

同左　　

(2) 減損損失を認識するに至った

経緯

同左　　　

(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 85 85

合計 85 85

 

(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 14 14

合計 14 14

 

(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 137 137

合計 137 137

(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

 

 

 

(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 

(5) 回収可能価額の算定方法

 　　　　　同左
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 39,789,472 1,989,473 － 41,778,945

合計 39,789,472 1,989,473 － 41,778,945

自己株式

普通株式（注）２ 416,976 28,621 63 445,534

合計 416,976 28,621 63 445,534

（注）１．　普通株式の発行済株式数の増加1,989,473株は、平成19年３月１日付で行われた１株につき1.05株の株式

分割によるものです。

      ２．  普通株式の自己株式の株式数の増加28,621株は、株式分割による増加20,848株と、端数株式管理人から

の端数株式取得1,238株及び単元未満株式の買取りによる増加6,535株であり、減少63株は単元未満株式買増請

求によるものです。

 ２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（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19年５月24日

定時株主総会
普通株式 629 16 平成19年２月28日 平成19年５月25日

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（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19年10月12日

取締役会
普通株式 620  利益剰余金 15 平成19年８月31日 平成19年11月８日
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 当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
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）１ 592,400 942 38 593,304

合計 592,400 942 38 593,304

（注）　１．普通株式の自己株式の株式数の増加942株は、単元未満株式の買取りなどによるものであり、減少38株は

単元未満株式買増請求によるものです。

 ２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（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

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（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20年10月14日

取締役会
普通株式 658  利益剰余金 16 平成20年８月31日 平成20年11月６日
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 前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 39,789,472 1,989,473 － 41,778,945

合計 39,789,472 1,989,473 － 41,778,945

自己株式（注）

普通株式 416,976 175,835 411 592,400

合計 416,976 175,835 411 592,400

（注）１．　普通株式の発行済株式の増加1,989,473株は、平成19年３月１日付の株式１株につき1.05株の株式分割を

行ったことによるものであります。

      ２．　普通株式の自己株式の増加175,835株は、平成19年３月１日付の株式１株につき1.05株の株式分割を行っ

たことによる20,848株、端数株式管理人からの取得1,238株、会社法第165条及び当社定款第８条の規定に基づ

き、平成19年10月24日開催の取締役会にて取得決議した146,200株及び単元未満株式買取請求による7,549株に

よるものであり、減少の411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

（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19年５月24日

定時株主総会
普通株式 629 16 平成19年２月28日 平成19年５月25日

平成19年10月12日

取締役会
普通株式 620 15 平成19年８月31日 平成19年11月８日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（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20年５月29日

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成19

年８月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係（平成

20年８月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係（平成20年２月29

日現在）

現金及び預金勘定 7,859百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△124百万円

現金及び現金同等物 7,735百万円

現金及び預金勘定 9,145百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△91百万円

現金及び現金同等物 9,054百万円

現金及び預金勘定 6,652百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△102百万円

現金及び現金同等物 6,550百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．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

累計額相当額及び中間期末残高相

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

累計額相当額及び中間期末残高相

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）

中間期
末残高
相当額
（百万
円）

有形固
定資産
その他

4,317 2,131 67 2,118

無形固
定資産
その他

330 192 － 137

合  計 4,648 2,324 67 2,256

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）

中間期
末残高
相当額
（百万
円）

有形固
定資産
その他

4,836 2,299 125 2,411

無形固
定資産
その他

364 240 － 123

合  計 5,200 2,540 125 2,535

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）

有形固
定資産
その他

4,623 2,334 134 2,154

無形固
定資産
その他

335 226 － 109

合  計 4,959 2,561 134 2,263

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 766百万円

 １年超 1,594百万円

合 計 2,361百万円

リース資産

減損勘定残高
67百万円

 １年内 841百万円

 １年超 1,864百万円

合 計 2,705百万円

リース資産

減損勘定残高
75百万円

 １年内 775百万円

 １年超 1,657百万円

合 計 2,433百万円

リース資産

減損勘定残高
88百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 436百万円

リース資産

減損勘定取崩額
12百万円

減価償却費相当額 409百万円

支払利息相当額 27百万円

支払リース料 462百万円

リース資産

減損勘定取崩額
13百万円

減価償却費相当額 436百万円

支払利息相当額 25百万円

支払リース料 905百万円

リース資産

減損勘定取崩額
25百万円

減価償却費相当額 848百万円

支払利息相当額 55百万円

減損損失 33百万円

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 15百万円

 １年超 43百万円

合 計 59百万円

 １年内 14百万円

 １年超 28百万円

合 計 43百万円

 １年内 14百万円

 １年超 35百万円

合 計 50百万円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 19 19 0

合計 19 19 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 805 1,819 1,013

(2）債券 40 40 0

合計 845 1,859 1,014

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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 1,235

投資事業組合出資金 84

合計 1,320

　（注）　減損処理にあたっては、中間連結会計期間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、全て

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。

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 19 19 0

合計 19 19 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 806 1,192 386

(2）債券 33 35 2

合計 839 1,227 388
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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 1,232

投資事業組合出資金 68

合計 1,300

　（注）　減損処理にあたっては、中間連結会計期間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、全て

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。

前連結会計年度末（平成20年２月29日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 19 19 0

合計 19 19 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

 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）

(1）株式 805 1,422 617

(2）債券 40 33 △6

合計 845 1,456 610

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 1,231

投資事業組合出資金 80

合計 1,312

　（注）　減損処理にあたっては、連結会計年度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、全て減損

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。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　当社グループは金利スワップの特例処理が適用されているもの以外、該当取引はありません。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

  該当取引はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　当社グループは金利スワップの特例処理が適用されているもの以外、該当取引はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

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

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。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

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

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。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

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

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高がないため該当事項はあり

ません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,340円91銭

１株当たり中間純利益 68円20銭

１株当たり純資産額  1,416円41銭

１株当たり中間純利益 70円54銭

１株当たり純資産額 1,364円27銭

１株当たり当期純利益    118円89銭

 （追加情報）

当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.05株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ次のとおりと

なります。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 1,245円51銭　 1,291円95銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

 34円55銭 95円75銭

 

 

 （追加情報）

当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.05株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計年

度における１株当たりの情報は、それ

ぞれ次のとおりとなります。

１株当たり純資産額   1,291円95銭

１株当たり当期純利益 95円75銭

　（注）　１．潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,819 2,905 4,908

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
2,819 2,905 4,908

期中平均株式数（株） 41,335,727 41,186,284 41,283,294
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　当社は、平成19年10月24日開催の

取締役会において、会社法第135条第

３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき機動

的な資本政策の遂行を可能とするた

め、自己株式を買い受けることを決

議し、自己株式の取得を以下のとお

り実施いたしました。

１．自己株式取得に関する取締役会の

決議内容

①取得する株式の種類 

当社普通株式 

②取得する株式の総数（上限）

150,000株

③株式の取得価額の総額（上限）

241百万円

④取得の時期

平成19年10月25日

⑤取得の方法

東京証券取引所の立会時間外

取引であるToSTNet-２（終値取

引）による取得

２．取得日

平成19年10月25日

３．その他

 上記ToSTNet-２による取得の結果、

当社普通株式146,200株（取得価額

235百万円）を取得いたしました。

　　　　　 ―――――― 　　　　　 ――――――
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（仕入及び販売の状況）

　当社グループ（当社及び連結子会社）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  

事業部門等

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日） 対前中間期比

（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

小売事業

食品 75,724 80.7 79,300 80.3 104.7

衣料品 1,468 1.6 1,388 1.4 94.6

住居関連 4,889 5.2 5,845 5.9 119.6

テナント 2,999 3.2 3,108 3.1 103.6

酒類等販売事業 7,324 7.8 7,745 7.8 105.7

ＤＰＥ事業 73 0.1 69 0.1 94.6

医薬品小売事業 524 0.6 496 0.5 94.8

その他 17 0.0 20 0.0 116.6

計 93,020 99.2 97,975 99.1 105.3

観光事業 73 0.1 61 0.1 83.6

その他の事業 690 0.7 810 0.8 117.3

合計 93,783 100.0 98,846 100.0 105.4

（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  

事業部門等

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日） 対前中間期比

（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

小売事業

食品 97,703 81.1 102,897 80.9 105.3

衣料品 2,224 1.9 2,084 1.6 93.7

住居関連 6,222 5.2 7,032 5.5 113.0

テナント 3,287 2.7 3,409 2.7 103.7

酒類等販売事業 8,316 6.9 8,871 7.0 106.7

ＤＰＥ事業 206 0.2 187 0.2 90.8

医薬品小売事業 701 0.6 660 0.5 94.2

　 その他 24 0.0 27 0.0 112.3

計 118,687 98.6 125,171 98.4 105.5

観光事業 260 0.2 231 0.2 88.6

その他の事業 1,492 1.2 1,730 1.4 115.9

合計 120,440 100.0 127,132 100.0 105.6

（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 621 260 60

２．繰延税金資産 6 191 189

３．その他 303 539 426

流動資産合計 931 2.2 991 2.3 675 1.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物  － 377 13

(2）土地  － 348 114

(3）その他 － 0 0

有形固定資産合計 －  725  128  

２．無形固定資産  3  1  2  

無形固定資産合計 3  1  2  

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式 40,842 41,525 41,232

(2）繰延税金資産 123 4 16

投資その他の資産合計 40,965  41,529  41,249  

固定資産合計 40,968 97.8 42,256 97.7 41,379 98.4

資産合計 41,899 100.0 43,248 100.0 42,055 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金  － 800 800

２．未払法人税等 4 1 25

３．賞与引当金 12 19 15

４．カードポイント引当
金　

－ 451 －

５．その他 23 33 223

流動負債合計 40 0.1 1,305 3.0 1,064 2.5

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金 36 46 41

固定負債合計 36 0.1 46 0.1 41 0.1

負債合計 77 0.2 1,351 3.1 1,105 2.6
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

　１．資本金 10,000 23.8 10,000 23.1 10,000 23.8

　２．資本剰余金

(1）資本準備金 19,723 19,723 19,723

(2）その他資本剰余金 0 0 0

　資本剰余金合計 19,724 47.1 19,724 45.6 19,724 46.9

　３．利益剰余金

(1）利益準備金 305 305 305

(2）その他利益剰余金

　　　別途積立金 10,200 10,200 10,200

　　　繰越利益剰余金 1,923 2,235 1,287

　利益剰余金合計 12,428 29.7 12,740 29.5 11,792 28.0

　４．自己株式 △330 △0.8 △568 △1.3 △566 △1.3

　株主資本合計 41,821 99.8 41,896 96.9 40,949 97.4

純資産合計 41,821 99.8 41,896 96.9 40,949 97.4

負債純資産合計 41,899 100.0 43,248 100.0 42,055 100.0

(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,910 100.0 2,180 100.0 2,272 100.0

売上総利益 1,910 100.0 2,180 100.0 2,272 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 356 18.7 456 20.9 725 31.9

営業利益 1,554 81.3 1,723 79.1 1,547 68.1

Ⅲ　営業外収益
※１
　

2 0.1 367 16.8 2 0.1

Ⅳ　営業外費用 ※２ 4 0.2 368 16.9 6 0.3

経常利益 1,552 81.2 1,722 79.0 1,543 67.9

Ⅴ　特別利益  － － － － 171 7.5

Ⅵ　特別損失 ※３ 267 14.0 22 1.0 439 19.3

税引前中間（当期）純
利益

1,284 67.2 1,700 78.0 1,276 56.1

法人税、住民税及び事
業税

9  0  93  

法人税等調整額 △108 △98 △5.1 10 10 0.5 △184 △90 △4.0

中間（当期）純利益 1,383 72.3 1,689 77.5 1,366 60.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

 前中間会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年8月31日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計別途

積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年２月28日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 9,700 1,670 11,675 △317 41,082 41,082

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － 500 △500 － － － －

剰余金の配当 － － － － － － △629 △629 － △629 △629

中間純利益 － － － － － － 1,383 1,383 － 1,383 1,383

自己株式の取得 － － － － － － － － △13 △13 △13

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0 0

中間会計期間中の変動額

合計 

(百万円)

 

－ － 0 0 － 500 253 753 △13 739 739

平成19年８月31日 残高

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 10,200 1,923 12,428 △330 41,821 41,821

 当中間会計期間（自　平成20年3月1日　至　平成20年8月31日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計別途

積立金

繰越
利益
剰余金

平成20年２月29日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 10,200 1,287 11,792 △566 40,949 40,949

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － △741 △741 － △741 △741

中間純利益 － － － － － － 1,689 1,689 － 1,689 1,689

自己株式の取得 － － － － － － － － △1 △1 △1

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0 0

中間会計期間中の変動額

合計 

(百万円)

 

－ － 0 0 － － 948 948 △1 947 947

平成20年８月31日 残高

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 10,200 2,235 12,740 △568 41,896 41,896
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年3月1日　至　平成20年2月29日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計別途

積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年２月28日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 9,700 1,670 11,675 △317 41,082 41,082

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注） － － － － － 500 △500 － － － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △629 △629 － △629 △629

剰余金の配当 － － － － － － △620 △620 － △620 △620

当期純利益 － － － － － － 1,366 1,366 － 1,366 1,366

自己株式の取得 － － － － － － － － △249 △249 △249

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0 0

事業年度中の変動額合計

 (百万円)

 

－ － 0 0 － 500 △383 116 △249 △132 △132

平成20年２月29日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 10,200 1,287 11,792 △566 40,949 40,949

 （注）  平成19年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

 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

同左

 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

同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

　　（1）  　―――――― 　　（1）有形固定資産　

　　　定額法・定率法

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物 ４～39年

工具器具及び備品 ３年　

　　（1）有形固定資産　　

　　　定額法

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物 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

同左

（2）無形固定資産　　

同左

３．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。

３．繰延資産の処理方法

     ――――――　

３．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．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．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

同左

(1）賞与引当金

同左

(2）  　――――――　

  　

(2）カードポイント引当金

従来、連結子会社が独自カード

で、それぞれカード展開を行って

おりましたが、平成20年６月３日

から、「アークスＲＡＲＡカー

ド」にすべて制度統一し、新ポイ

ント制度を導入いたしました。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に

備えるため、当中間会計期間末に

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

の変更に伴い、当中間会計期間に

対応する金額364百万円を、営業

外費用に計上しております。

(2） 　 ――――――　

 

(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、内規に基づく中間期

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

(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。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移

転され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．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．その他中間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。

なお、仮受消費税等及び仮払消費

税等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

６．その他中間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。

　なお、仮受消費税等及び仮払消費

　　税等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりま

す。

６．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。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

21百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．　　　　――――――

   

※１．営業外収入のうち主要なもの

カードポイント

収入額

364百万円

※１．　　　　――――――

   

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 0百万円

株式交付費 3百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3百万円

カードポイント

引当金繰入額

364百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1百万円

株式交付費 3百万円

※３．特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評

価損

267百万円

※３．　　　　――――――

   

※３．特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評

価損

267百万円

カード切替費用 171百万円

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

無形固定資産 0百万円 有形固定資産 18百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 1百万円

無形固定資産 1百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 415,343 28,540 63 443,820

合計 415,343 28,540 63 443,820

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加28,540株は、平成19年3月1日付で株式1株につき1.05株の株式分割を行っ

たことによる20,767株と、端数株式管理人からの端数株式取得1,238株及び単元未満株式の買取りによる増加

6,535株であり、減少63株は単元未満株式の買増請求によるものであります。

 当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 590,686 933 38 591,581

合計 590,686 933 38 591,581

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加933株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少38株は単元未満株

式の買増請求によるものであります。

 前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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） 415,343 175,754 411 590,686

合計 415,343 175,754 411 590,686

　（注）　普通株式の自己株式の増加175,754株は、平成19年3月1日付の株式1株につき1.05株の株式分割を行ったこ

とによる20,767株、端数株式管理人からの取得1,238株、会社法第165条及び当社定款第８条の規定に基づき、

平成19年10月24日開催の取締役会にて取得決議した146,200株及び単元未満株式買取請求による7,549株によ

るものであり、減少の411株は単元未満株式買増請求によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　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及び中間期

末残高相当額

　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及び中間期

末残高相当額

　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）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

有形固定資
産工具器具
及び備品

250 158 91

無形固定資
産その他

255 144 111

合  計 505 303 202

取得価
額相当
額
（百万
円）

減価償
却累計
額相当
額
（百万
円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

有形固定資
産工具器具
及び備品

352 193 158

無形固定資
産その他

299 192 107

合  計 651 385 265

取得価
額相当
額
（百万
円）

減価償
却累計
額相当
額
（百万
円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

有形固定資
産工具器具
及び備品

250 184 65

無形固定資
産その他

255 170 85

合  計 505 354 151

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 91百万円

１年超 115百万円

計 207百万円

１年内 92百万円

１年超 176百万円

計 269百万円

１年内 71百万円

１年超 83百万円

計 155百万円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 53百万円

減価償却費相当

額

50百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 45百万円

減価償却費相当

額

42百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 108百万円

減価償却費相当

額

102百万円

支払利息相当額 4百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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り算出し

ております。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

同左 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

 （減損損失について）　　　　　　　

 同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,011円78銭

１株当たり中間純利益 33円46銭

１株当たり純資産額 1,017円22銭

１株当たり中間純利益 41円03銭

１株当たり純資産額    994円21銭

１株当たり当期純利益  33円11銭

 （追加情報）

当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.05株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ次のとおりで

あります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 1,007円22銭　 993円69銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

 35円77銭 36円37銭

 

 （追加情報）

当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.05株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報は、それぞれ次

のとおりであります。

１株当たり純資産額 993円69銭

１株当たり当期純利益 36円37銭

　（注）　１．潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,383 1,689 1,366

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,383 1,689 1,366

期中平均株式数（株） 41,337,441 41,188,007 41,285,008
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　当社は、平成19年10月24日開催の

取締役会において、会社法第135条第

３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき機動

的な資本政策の遂行を可能とするた

め、自己株式を買い受けることを決

議し、自己株式の取得を以下のとお

り実施いたしました。

１．自己株式取得に関する取締役会の

決議内容

①取得する株式の種類 

当社普通株式 

②取得する株式の総数（上限）

150,000株

③株式の取得価額の総額（上限）

241百万円

④取得の時期

平成19年10月25日

⑤取得の方法

東京証券取引所の立会時間外

取引であるToSTNet-２（終値取

引）による取得

２．取得日

平成19年10月25日

３．その他

 上記ToSTNet-２による取得の結果、

当社普通株式146,200株（取得価額

235百万円）を取得いたしました。

 

　　　　 ――――――　 　　　　　 ――――――

６．その他
 該当事項はありません。
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