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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(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 ％

19年８月中間期 120,440 5.0 4,416 23.5 4,783 19.8 2,819 97.0

18年８月中間期 114,751 2.7 3,575 6.8 3,993 6.7 1,430 △30.9

19年２月期 229,776 － 7,346 － 8,108 － 3,964 －

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

19年８月中間期 68 20 － －

18年８月中間期 36 28 － －

19年２月期 100 53 － －

 （参考）持分法投資損益　19年８月中間期　9百万円　18年８月中間期　8百万円　19年２月期　12百万円

(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

19年８月中間期 99,146 55,437 55.9 1,340 91

18年８月中間期 94,171 51,602 54.8 1,307 79

19年２月期 95,654 53,430 55.8 1,356 55

 （参考）自己資本　19年８月中間期　55,424百万円　18年８月中間期　51,578百万円　19年２月期　53,410百万円

(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

19年８月中間期 7,017 △1,755 △3,058 7,735

18年８月中間期 6,925 △1,761 △2,591 7,942

19年２月期 7,935 △5,800 △1,971 5,532

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 － 14 00 － 16 00 30 00

20年２月期 － 15 00 － －

20年２月期（予想） － － － 15 00 30 00

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 240,000 4.4 8,200 11.6 8,800 8.5 4,850 22.3 117 34
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

 19年８月中間期 18年８月中間期 19年２月期

期末発行済株式数

（自己株式を含む）
41,778,945株 39,789,472株 39,789,472株

期末自己株式数 445,534株 349,906株 416,976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、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

(4）金額の表示単位の変更について

当社の中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりまし

たが、当中間連結会計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするた

め、前中間連結会計期間及び前連結会計年度についても、百万円単位に組替えて表示しております。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19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 ％

19年８月中間期 1,910 2.0 1,554 △0.9 1,552 △1.1 1,383 △6.6

18年８月中間期 1,873 5.9 1,569 5.5 1,570 5.7 1,481 6.5

19年２月期 2,252 － 1,642 － 1,642 － 1,505 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 33 46

18年８月中間期 37 56

19年２月期 38 19

(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

19年８月中間期 41,899 41,821 99.8 1,011 78

18年８月中間期 41,795 41,712 99.8 1,057 58

19年２月期 41,486 41,082 99.0 1,043 38

 （参考）自己資本　19年８月中間期　41,821百万円　18年８月中間期　41,712百万円　19年２月期　41,082百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 2,270 0.8 1,520 △7.5 1,520 △7.5 1,450 △3.7 35 08

※　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ページを参照して下さい。
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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

  当中間期のわが国経済は、地域差が見られるものの全体としては好調な企業収益と設備投資の増加に支えられ、緩

やかな拡大を続けてまいりました。一方、北海道経済におきましては、地方自治体の財政難とともに依然として全国

平均を下回る雇用・所得水準が続くなど、景気回復の実感に乏しい状況で推移いたしました。

  当社グループをとりまく事業環境につきましては、限られたマーケットをめぐる熾烈な競争を背景に、食品製造メー

カーや卸売業者を中心とした資本提携、事業統合などの業界再編成が加速するとともに、原材料価格の高騰による商

品仕入価格への値上げ圧力などにより、収益面でも厳しい局面が続いております。

  このような状況のもと、当社グループは「アークスグループ中期経営計画プロジェクト」を発足させ、地域のお客

様のライフラインを担う流通企業グループとして、少子高齢化時代における成長戦略の構築に着手いたしました。ま

た、店舗オペレーションの効率化とお客様サービスの一層の向上を図るため、店舗におけるセルフレジの実験導入を

スタートするとともに、人事制度面では、パートナー社員の意欲の一層の向上を図り、その戦力化を進めるため、パー

トナーリーダーの登用基準を定め、運用をスタートさせました。

  店舗展開につきましては、平成19年４月に㈱ホームストアにおいて新業態として３号店目となる「スーパーアーク

ス中島店」を室蘭市に、同年６月には㈱道南ラルズにおいて４号店目として「スーパーアークス港町店」を函館市に

オープンし、商圏に密着した品揃えと地場産品の積極導入による地産地消の推奨など、地域のお客様に支持される店

作りに取り組んでまいりました。また、同年８月には先の「スーパーアークス港町店」に隣接するテナント棟をオー

プンし、「ポールスター・ショッピングセンター」として41店舗のテナントとともにグランドオープンいたしました。

同ショッピングセンターは、当社グループが直接運営する最大の複合商業施設であり、地域のお客様に快適な生活を

ご提案する㈱道南ラルズの旗艦店舗となっております。　　　

  既存店舗につきましては、㈱ラルズにおいて「ビッグハウスイースト」及び「ラルズストア平岸店」を、㈱福原に

おいて「フクハラ桂木店」、㈱ふじにおいて「ふじ上富良野店」をそれぞれリニューアルオープンし、個店競争力の

強化と商圏の積極的な深耕を図ってまいりました。閉店につきましては、先の「スーパーアークス中島店」のオープ

ンに際し、隣接しておりました「ホームストア中島店」を閉店しております。この結果、当中間期末現在のグループ

総店舗数は168店舗となりました。

  以上により、当中間期の連結業績は売上高1,204億40百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益44億16百万円（前年

同期比23.5％増）、経常利益47億83百万円（前年同期比19.8％増）、中間純利益28億19百万円（前年同期比97.0％増）

となり、中間決算としては６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、日本経済の緩やかな拡大基調が続くとの見方がある一方で、サブプライムローン関

連の信用不安に起因する米国経済の不透明感からわが国の景況も予断を許さない状況に入りつつあり、取り分け、当

社グループの主力事業である食品スーパーマーケット業界は、インフレ圧力の高まり、少子高齢化や人口減少問題な

ど厳しい環境が継続すると思われます。 

こうした状況において、当社グループは平成19年９月より㈱シジシージャパンと連携し、主要子会社であるスーパー

マーケット７社において「食卓応援価宣言」を行い、一定期間生活必需品の価格を据え置くことでお客様の快適生活

を支援する特別企画を実施するとともに、食の安全性を揺るがす企業不祥事が相次ぐなか、従来以上に食品の安心、

安全及び衛生面の徹底を図り、コンプライアンス体制の強化に取り組んでまいります。

また、来期も含めた今後の取り組みといたしましては、会員カードの機能強化と利便性向上、宅配事業やネットスー

パーなどの新たな販売チャネルの研究、経営効率の向上と地域シェアの拡大を目指したグループ内企業の再編、㈱カ

インズとの提携によるホームセンター事業の進展などを通じ、お客様のさまざまな生活シーンにおいて「地域のライ

フラインとして、豊かな暮らしに貢献」する流通企業グループとしての取り組みを推進していく所存であります。

当期の連結業績見通しにつきましては、既存店の売上高前年比が当初予定より下振れしているものの、売上総利益

率が当初計画を上回る見込みであることなどから、売上高2,400億円（前期比4.4％増）、営業利益82億円（前期比

11.6％増）、経常利益88億円（前期比8.5％増）、当期純利益48億50百万円（前期比22.3％増）と想定しております。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当中間期末における財政状態につきましては、前期末と比較して総資産は34億92百万円増加し、991億46百万円とな

りました。これは主に、当中間期において出店した店舗の償却資産の増加額11億77百万円、及び土地が１億80百万円、

敷金・保証金が３億70百万円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14億86百万円増加し437億9百万円となりました。 これは主に、新規出店などにより、仕

入債務が26億56百万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20億７百万円増加し554億37百万円となりました。 これは主に、中間純利益28億19百

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22億３百万円増加し、77億35百万円（前年同

期比2.6％減）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48億14百万円、減価償却費11億１百万円、減損損

失85百万円、仕入債務は新規出店などにより26億56百万円の増加、及び法人税等の支払額17億78百万円などにより、

70億17百万円（前年同期比1.3％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15億28百万円、差入保証金の増加による支出４億93百万円などにより、17億55百万円（前年

同期比0.3％減）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２億60百万円、長期借入金の返済による支出21億51百

万円、配当金の支払額６億29百万円などにより、30億58百万円（前年同期は25億91百万円の支出）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。

 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期
平成19年８月

中間期

 自己資本比率 (％) 54.2 54.7 54.7 55.8 55.9

 時価ベースの

 自己資本比率 (％)
40.1 56.1 71.4 65.8 71.2

 キャッシュ・フロー対

 有利子負債比率(年)
1.6 3.5 3.0 2.1 1.0

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ　(倍)
56.1 40.3 48.5 72.9 118.6

(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：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

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／（キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

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．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．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。

㈱アークス（9948）平成 20 年 2 月期　中間決算短信

－ 4 －



(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％の配当性向を当面の目標としており、株式分割と増配

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19年２月28日現在の株主の皆様に対しまして１株につき1.05株の割合にて株式分割を

実施いたしました。また、平成19年８月31日現在の株主の皆様に対しまして、１株当たり中間配当金15円の支払いを

実施させて頂く予定であります。尚、１株当たり期末配当金は15円を予定しておりますので、１株当たり年間配当金

30円は平成19年４月13日付の個別財務諸表の概要にて開示しております配当予想から変動ございません。

　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、新規出店や既存店舗のリニューア

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共に、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

　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、

ソフトウエアや機器の欠陥、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。
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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及ぼす可能性があります。

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及ぼす可能性があります。

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。

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、㈱ホームストア、㈱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、㈲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８社）

　㈱ラルズ、㈱福原、㈱ふじ、㈱道東ラルズ、㈱道北ラルズ、㈱ホームストア及び㈱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） 
㈱ホームストア 

（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

　当社グループ（以下、「アークスグループ」という場合もあります。）は、小売業界における淘汰・再編の動きが

加速するなか、クリティカル・マス（企業が存続していくために最低限必要な事業規模）を確保し、経営資源の特大

化（膨張＝極大化ではなく、成長＝特大化を目指す）を図ることが、企業価値の更なる向上と、地域のお客様のライ

フラインを守る道であるとの共通認識のもと、平成14年11月１日にスタートいたしました。

　アークスグループは、どの様な領域で社会的使命を果たすべきなのかを明確にする基本的な考え方として、「地域

のライフラインとして価値ある商品・サービスを低価格で提供し、豊かな暮らしに貢献」していくことを、グループ

各社が共有する基本理念として掲げております。「ライフライン」とは、通常、生活基盤となる社会的なネットワー

ク（電気・ガス・水道等）を指しますが、食品流通も生活・生命を維持するための重要な社会的インフラであるとい

う考え方に基づいております。

　また、「私たちは何のために存在するのか」という根本的な考え方を表明するコーポレートステートメントとして

「豊かな大地に輝く懸け橋（Ｂｒｉｄｇｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｒｉｃｈ Ｌａｎｄ　ｆｏｒ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ）」を定め

ております。これは、北海道全域にドミナントエリアを築き、数多くのお客様に対して新鮮で、安心・安全な食品を

提供することにより、生産地とお客様を結ぶ懸け橋になりたいという思いと、北海道で同じ志を持って事業展開を進

めていく地域企業同士が、海外流通資本をはじめとする大手流通企業に対抗していくための受け皿会社として、企業

と企業を結ぶ懸け橋になりたいとの思いが込められています。

　グループ名「ＡＲＣＳ」は、Ａｌｗａｙｓ（常に）、Ｒｉｓｉｎｇ（上昇する）、Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（地域社会

に）、Ｓｅｒｖｉｃｅ（奉仕する）の頭文字で構成され、「１つひとつの企業が強い”弧”となり、大きな円＝ＡＲ

ＣＳを創りあげ、地域社会に貢献していく」ことをうたったもので、経営の基本理念とコーポレートステートメント

を体現したものであります。

アークスグループは、徹底した顧客志向に基づくお客様への奉仕の精神を持ち続け、将来の大同団結に向けた母体

企業としての役割も認識しながら、更なる事業の発展を目指してまいります。
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(2）目標とする経営指標

　当社グループは、主要経営指標のなかでも特に、総資産経常利益率（ＲＯＩ）と総資産回転率を重視しており、Ｒ

ＯＩ10％以上、総資産回転率３回転以上を中長期的な目標にしております。また、毎期継続した利益成長と資本の効

率的な運用を図ることで、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の向上に努めてまいります。

(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

少子高齢化の進展により食品需要の変化が見込まれるなかで、安心、安全はもとより、健康や環境に配慮した商品志

向が強まるなど、お客様の新たなニーズを的確にとらえ、次世代に向けての事業改革を加速することが急務となってお

ります。

このような状況のもと、競合に打ち勝ち地域のライフラインとして、豊かな暮らしに貢献していくためには、グルー

プ全体の戦略的機能を当社に集約し、地域の特性にあわせた品揃えや顧客サービスの推進を各事業子会社が担うことで、

事業運営の効率化とグループ・ガバナンスの強化徹底を図ると共に、お客様ニーズに即応しうる仕組みと体制を強化、

徹底することで「お客様に支持される店であり続ける」ことが当社グループの重要課題であると認識しております。

当社は、グループのシンクタンク的な役割を担う持株会社として、「中核企業としての業務執行責任の明確化と意思

決定のスピードアップ」、「遂行課題を絞り込んだ企業横断的な委員会、プロジェクトの活用」、「グループ統一の情

報システムによる効率化と効果的なコスト運用」、「既存組織の見直しと再編成」そして「人材の開発育成と人事制度

の統一」を主要テーマに、グループ全体の事業改革に取り組んでおります。

具体的には、執行役員制度に基づき、権限と責任の明確化を図ると共に、各々事業領域における意思決定の権限を各

子会社に適切な範囲で委譲し、グループ全体の経営資源の使用に関する決定等戦略的な経営機能を当社へ集約しており

ます。更にグループ各社のオペレーション部分の統合と標準化を担う「業務改善委員会」、及びグループ共通の人事制

度と人材開発（ヒユーマンリソース）の運用・設計を担う「人事制度委員会」を中心に、情報システムに関する課題遂

行を担う「システム委員会」と連動する形で当社グループ統一の情報システム基盤である「e－ARCS」がグループ全体

にわたる業務運営をシステム的に下支えしております。

　アークスグループは、旧来型の垂直的な企業統合からイメージされる富士山のように高い大きな企業グループを目指

すのではなく、同じような規模の山々が横に連なることで、企業とお客様の距離を短く保ち続ける「八ヶ岳連峰経営」

を目指しており、地域に密着した流通企業グループとして成長し続けてまいりたいと存じます。

ｅ － Ａ Ｒ Ｃ Ｓ ＝ シ ス テ ム 委 員 会 

 

ア ー ク ス 

 

ヒューマンリソース＝人事制度委員会 

 

子会社各社が横に連携することでお客様の目線を保つ 

「八ヶ岳連峰経営」 
 

オペレーション ＝業務改善委員会 
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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18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 8,114 7,859 △254 5,656

２．受取手形及び
売掛金 1,177 1,276 99 1,088

３．有価証券 9 － △9 22

４．たな卸資産 5,848 6,119 271 5,905

５．繰延税金資産 537 620 82 539

６．その他 2,019 2,272 253 2,627

貸倒引当金 △1 △1 0 △1

流動資産合計 17,704 18.8 18,147 18.3 442 15,838 16.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構
築物

※４ 22,808 26,760 25,583

(2）土地 ※４ 36,609 37,782 37,602

(3）その他 1,698 61,116 64.9 1,332 65,876 66.5 4,760 1,561 64,747 67.7

２．無形固定資産

その他 154 154 0.2 124 124 0.1 △29 131 131 0.1

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

※2、3 3,602 3,371 3,513

(2）敷金・保証
金

※３ 8,005 7,686 7,316

(3）繰延税金資
産 1,077 1,336 1,432

(4）その他 ※２ 2,814 2,731 2,894

貸倒引当金  △302 15,196 16.1 △127 14,998 15.1 △197 △220 14,936 15.6

固定資産合計 76,466 81.2 80,999 81.7 4,532 79,815 83.4

資産合計 94,171 100.0 99,146 100.0 4,975 95,654 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

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 14,084 14,630 546 11,974

２．短期借入金 ※４ 8,143 8,628 484 9,471

３．未払法人税等 1,621 2,045 424 1,824

４．未払消費税等 348 406 58 352

５．賞与引当金 746 809 62 629

６．その他 3,616 4,223 607 3,295

流動負債合計 28,560 30.3 30,744 31.0 2,183 27,548 28.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※４ 7,469 5,812 △1,657 7,364

２．退職給付引当
金 1,327 1,408 81 1,493

３．役員退職慰労
引当金 618 614 △3 631

４．繰延税金負債 581 560 △21 626

５．連結調整勘定 277 － △277 －

６．負ののれん － 180 180 229

７．その他 ※４ 3,734 4,388 654 4,329

固定負債合計 14,008 14.9 12,964 13.1 △1,043 14,675 15.4

負債合計 42,568 45.2 43,709 44.1 1,140 42,223 44.2

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  10,000 10.6 10,000 10.1 － 10,000 10.4

２．資本剰余金  9,935 10.6 9,936 10.0 0 9,935 10.4

３．利益剰余金  31,041 32.9 35,211 35.5 4,170 33,022 34.5

４．自己株式  △215 △0.2 △331 △0.3 △115 △318 △0.3

株主資本合計 50,761 53.9 54,816 55.3 4,054 52,640 55.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

その他有価証券
評価差額金

 817 0.9 608 0.6 △209 770 0.8

評価・換算差額
等合計 817 0.9 608 0.6 △209 770 0.8

Ⅲ　少数株主持分  23 0.0 13 0.0 △10 19 0.0

純資産合計 51,602 54.8 55,437 55.9 3,835 53,430 55.8

負債純資産合計 94,171 100.0 99,146 100.0 4,975 95,654 100.0
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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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 114,751 100.0 120,440 100.0 5,689 229,776 100.0

Ⅱ　売上原価 89,541 78.0 93,570 77.7 4,028 178,432 77.7

売上総利益 25,210 22.0 26,870 22.3 1,660 51,344 22.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１．宣伝装飾費 1,938 1,964 3,903

２．店舗賃借料 1,631 1,603 3,247

３．給料手当 8,722 9,129 18,573

４．賞与引当金繰
入額 746 809 629

５．退職給付費用 207 190 393

６．減価償却費 1,068 1,101 2,196

７．その他 7,318 21,634 18.9 7,655 22,454 18.6 819 15,053 43,997 19.1

営業利益 3,575 3.1 4,416 3.7 840 7,346 3.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 21 21 51

２．受取配当金  37 38 58

３．連結調整勘定
償却額  48 － －

４．負ののれん償
却額  － 48 96

５．持分法による
投資利益 8 9 12

６．電算機事務処
理料 155 166 313

７．その他 ※１ 228 499 0.4 170 454 0.4 △44 386 918 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 67 75 138

２．その他 14 81 0.0 11 87 0.1 5 18 156 0.1

経常利益 3,993 3.5 4,783 4.0 790 8,108 3.5

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻
入益 － 92 －

２．投資有価証券
売却益 0 26 0

３．固定資産売却
益

※２ 0 6 75

４．その他 0 0 0.0 － 125 0.1 125 51 127 0.1
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売
却損

※３ 37 6 168

２．貸倒引当金繰
入額 154 － 74

３．減損損失 ※４ 1,182 85 1,357

４．退店費用 2 － 6

５．過年度退職給
付費用 － － 154

６．その他 4 1,381 1.2 3 94 0.1 △1,287 4 1,766 0.8

税金等調整前
中間（当期）
純利益

2,612 2.3 4,814 4.0 2,202 6,469 2.8

法人税、住民
税及び事業税 1,558 1,943 3,166

法人税等調整
額

△363 1,195 1.1 58 2,001 1.7 806 △642 2,523 1.1

少数株主損失
（加算）

14 0.0 6 0.0 △8 18 0.0

中間（当期）
純利益 1,430 1.2 2,819 2.3 1,388 3,964 1.7
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(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18年3月1日　至　平成18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18年２月28日残高

（百万円）
10,000 9,935 30,272 △216 49,992 863 43 50,899

中間連結会計期間中の

変動額

剰余金の配当（注） － － △631 － △631 － － △631

役員賞与（注） － － △30 － △30 － － △30

中間純利益 － － 1,430 － 1,430 － － 1,430

自己株式の取得 － － － △1 △1 － － △1

自己株式の処分 － 0 － 0 0 － － 0

その他 － － － 1 1 － － 1

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）

－ － － － － △46 △19 △66

中間連結会計期間中の

変動額合計（百万円）
－ 0 768 0 769 △46 △19 702

平成18年８月31日残高

（百万円）
10,000 9,935 31,041 △215 50,761 817 23 51,602

 （注）  平成18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。

当中間連結会計期間（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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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28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18年２月28日残高

（百万円）
10,000 9,935 30,272 △216 49,992 863 43 50,899

連結会計年度中の変動

額

剰余金の配当（注） － － △631 － △631 － － △631

剰余金の配当 － － △552 － △552 － － △552

役員賞与（注） － － △30 － △30 － － △30

当期純利益 － － 3,964 － 3,964 － － 3,964

自己株式の取得 － － － △104 △104 － － △104

自己株式の処分 － 0 － 0 0 － － 0

その他 － － － 1 1 － － 1

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額）

－ － － － － △93 △24 △117

連結会計年度中の変動

額合計（百万円）
－ 0 2,750 △102 2,648 △93 △24 2,530

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

 （注）  平成18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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(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18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

 対前中間期比

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18年３月１日

至　平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減
（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
2,612 4,814 2,202 6,469

減価償却費 1,068 1,101 33 2,196

減損損失 1,182 85 △1,097 1,357

連結調整勘定償却額 △48 － 48 －

負ののれん償却額 － △48 △48 △96

受取利息及び受取配当金 △58 △59 △1 △109

支払利息 67 75 8 138

固定資産売却益 △0 △6 △6 △75

固定資産除売却損 37 6 △31 168

投資有価証券売却益 △0 △26 △25 △0

投資事業組合運用損益 5 △0 △6 2

持分法による投資利益 △8 △9 △1 △12

株式交付費 － 3 3 －

役員退職慰労引当金の増

減額
2 △17 △19 15

退職給付引当金の増減額 △45 △84 △38 120

賞与引当金の増加額 167 179 11 50

貸倒引当金の増減額 154 △92 △247 71

売上債権の増加額 △147 △187 △39 △59

たな卸資産の増加額 △53 △213 △160 △110

その他流動資産の増減額 586 403 △182 △38

仕入債務の増加額 2,428 2,656 227 318

その他流動負債の増加額 261 197 △64 171

未払消費税等の増加額 142 53 △88 147

営業保証金等の減少額 171 6 △164 191

役員賞与の支払額 △30 － 30 △30

その他 △12 △37 △24 5

小計 8,483 8,800 317 10,890
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

 対前中間期比

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18年３月１日

至　平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減
（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 49 54 5 86

利息の支払額 △53 △59 △5 △108

法人税等の支払額 △1,552 △1,778 △225 △2,932

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
6,925 7,017 91 7,935

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 91

長期性預金の預入れによ

る支出
△11 △12 △1 △54

有形固定資産の取得によ

る支出
 △1,725 △1,528 196 △7,026

有形固定資産の売却によ

る収入
2 22 20 379

有形固定資産の除却によ

る支出
△20 － 20 △34

無形固定資産の純増減額  △0 △0 △0 △1

投資有価証券の取得によ

る支出
△50 △3 46 △50

投資有価証券の売却によ

る収入
2 57 55 26

関係会社株式の取得によ

る支出
△6 － 6 △6

貸付金による純増減額 15 10 △5 28

差入保証金の増加による

支出
△45 △493 △447 △88

差入保証金の減少による

収入
81 127 46 696

預り保証金の増加による

収入
 62 155 92 500

預り保証金の減少による

支出
△81 △79 1 △201

その他固定資産の純増加

額
△4 △11 △6 △218

その他 18 △12 △31 158

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
△1,761 △1,755 5 △5,800
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

 対前中間期比

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18年３月１日

至　平成19年２月28日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減
（百万円） 金額（百万円）

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 △1,435 △260 1,175 △507

長期借入れによる収入 1,745 － △1,745 4,156

長期借入金の返済による

支出
△2,268 △2,151 117 △4,331

自己株式の売却による収

入
0 0 0 0

自己株式の取得による支

出
△1 △13 △11 △104

親会社による配当金の支

払額
△631 △629 1 △1,183

少数株主への配当金支払

額
△0 △0 0 △0

株式交付費 － △3 △3 －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
△2,591 △3,058 △467 △1,971

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 2,573 2,203 △370 163

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残

高
5,368 5,532 163 5,368

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
※ 7,942 7,735 △206 5,532
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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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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　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　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  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 

       

(2) 非連結子会社の数　４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、㈲リカーショッププラ

イム

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

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　４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、㈲リカーショッププラ

イム 

　㈲リカーショッププライムは、

平成19年４月１日付で㈱福原と合

併し、消滅しております。　　　

　　　　　　　

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 

    ㈱シー・ジー・シー北海道本部

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 

    ㈱シー・ジー・シー北海道本部

    なお、㈱シー・ジー・シー北海

道本部は、平成19年３月１日付け

で、㈱北海道シジシーに社名を変

更しております。

(2) 持分法非適用の非連結子会社

　４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、㈲リカー

ショッププライム　　　　　

　　　　　　　　　　　　

(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

　４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、㈲リカー

ショッププライム　　　　　
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

工具器具及び備品 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

工具器具及び備品 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

工具器具及び備品 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。

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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

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　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。

③　退職給付引当金

            同左

③　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。

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（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。

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。

④　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。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　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。

(4）繰延資産の処理方法

――――――

(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

　　　――――――

(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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(6) 重要なヘッジ会計の方法

　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。

(6）　　　―――――― (6) 重要なヘッジ会計の方法

　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。

(7）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。

(7）消費税等の会計処理方法

同左

(7）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

㈱アークス（9948）平成 20 年 2 月期　中間決算短信

－ 22 －



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

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10

月31日　企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。

　これにより減損損失1,182百万円を

特別損失に計上し、減価償却費及び

リース料はそれぞれ25百万円、 9百

万円減少しております。この結果営

業利益及び経常利益が35百万円増加

し、税金等調整前中間純利益が1,147

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

 

　　　　　 ――――――

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31

日　企業会計基準適用指針第6号）を

適用しております。

　これにより減損損失1,357百万円を

特別損失に計上し、減価償却費及び

リース料はそれぞれ50百万円、19百

万円減少しております。この結果営

業利益及び経常利益が69百万円増加

し、税金等調整前当期純利益が1,288

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

当該各資産の金額から直接控除して

おります。　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」」（企業会計基準委員会　平成

17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。従

来の資本の部の合計に相当する額は

51,578百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 

           ――――――

 

 

 　（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）

　  当連結会計年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成

17年12月９日　企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

額は53,410百万円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

  　　　　           ―――――― （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」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」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。

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18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度
（平成19年２月28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

21,776百万円 23,531百万円 22,635百万円

※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) 148百万円

　    子会社出資金 20百万円

※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) 173百万円

※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 21百万円

保証金 33百万円

投資有価証券 19百万円

保証金 5百万円

投資有価証券 22百万円

保証金 10百万円

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 2,662百万円

土地 3,627百万円

計 6,289百万円

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 2,721百万円

土地 3,326百万円

計 6,048百万円

(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 982百万円

長期借入金 5,007百万円

（一年以内に返済予定の長期借入金

622百万円を含む）

預り保証金 316百万円

計 6,306百万円

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 1,073百万円

長期借入金 5,293百万円

（一年以内に返済予定の長期借入金

    892百万円を含む）

預り保証金 309百万円

計 6,675百万円

㈱アークス（9948）平成 20 年 2 月期　中間決算短信

－ 24 －



（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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
15百万円

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 16百万円

日専連等利用分量分

配金
15百万円

未請求債務戻入額 52百万円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

工具器具備品 0百万円

車両運搬具 0百万円

計 0百万円

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 72百万円

建物 1百万円

工具器具備品 0百万円

車両運搬具 1百万円

計 75百万円

※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 29百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 7百万円

計 37百万円

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 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 72百万円

車両運搬具 1百万円

工具器具備品 10百万円

ソフトウェア 22百万円

計 106百万円

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   

  建物及び構築物 61百万円

  工具器具備品 0百万円

  車両運搬具 0百万円

計 61百万円

※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・

土地
道央地区2店舗 180

 店舗等
建物等・

土地
道東地区8店舗 407

 店舗等
建物等・

土地
道北地区7店舗 292

店舗等 建物等 道南地区1店舗 23

 遊休不
動産

建物等・

土地
道東地区2物件 128

 ホテル
建物等・

土地
道東地区1物件 149

 合計   1,182

 （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・

土地
道央地区 180

 店舗等
建物等・

土地
道東地区 576

 店舗等
建物等・

土地
道北地区 292

店舗等 建物等 道南地区 23

 遊休不
動産

建物等・

土地
道東地区 134

 ホテル
建物等・

土地
道東地区 149

 合計   1,357
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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。

　　　

(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
遊休不
動産 

 ホテル 合計 

建物等 694 65 132 893

土地 209 62 16 289

合計 904 128 149 1,182

(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。

　　　

(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

 

(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。　

　

(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
遊休不
動産 

 ホテル 合計 

建物等 830 72 132 1,035

土地 242 62 16 322

合計 1,073 134 149 1,357

 (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。　

(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正味売

却価額と使用価値のいずれか高い方を採

用し、正味売却価額については不動産鑑

定評価基準に基づき、使用価値について

は過去の実績値に趨勢を踏まえた一定の

成長率を乗じた複数のシナリオを基に得

た期待値により、それぞれ算定しており

ます。なお、使用価値により算定してい

る場合は、将来キャッシュフローを5.1％

で割り引いております。

(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。　

(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。

 

(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。　

(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正味売

却価額と使用価値のいずれか高い方を採

用し、正味売却価額については不動産鑑

定評価基準に基づき、使用価値について

は過去の実績値に趨勢を踏まえた一定の

成長率を乗じた複数のシナリオを基に得

られた期待値により、それぞれ算定して

おります。なお、使用価値により算定し

ている場合は、将来キャッシュフローを

5.1％で割り引いております。
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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18年３月１日　至　平成18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 39,789,472 － － 39,789,472

合計 39,789,472 － － 39,789,472

自己株式

普通株式 348,990 956 40 349,906

合計 348,990 956 40 349,906

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加956株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少40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18年５月25日

定時株主総会
普通株式 631 16 平成18年２月28日 平成18年５月26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18年10月13日

取締役会
普通株式 552 利益剰余金 14 平成18年８月31日 平成18年11月９日

 当中間連結会計期間（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 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 416,976 28,621 63 445,534

合計 416,976 28,621 63 445,534

（注）　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。

  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。
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 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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間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

 前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19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

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 － － 39,789,472

合計 39,789,472 － － 39,789,472

自己株式（注）

普通株式 348,990 68,063 77 416,976

合計 348,990 68,063 77 416,976

（注）　普通株式の自己株式の増加68,063株は、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１月23

日開催の取締役会にて取得決議した66,000株及び単元未満株式買取請求による2,063株によるものであり、減少

77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18年５月25日

定時株主総会
普通株式 631 16 平成18年２月28日 平成18年５月26日

平成18年10月13日

取締役会
普通株式 552 14 平成18年８月31日 平成18年11月９日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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５月24日

定時株主総会
普通株式 629 利益剰余金 16 平成19年２月28日 平成19年５月25日
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（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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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18年８月31日現在）

※　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）

※　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19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 8,114百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△172百万円

現金及び現金同等物 7,942百万円

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 5,656百万円

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 5,532百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

有形固
定資産
その他
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

4,173 283 4,456

減価償却累
計額相当額

2,160 143 2,303

減損損失累
計額相当額

72 － 72

中間期末
残高相当額

1,939 140 2,079

有形固
定資産
その他
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

4,317 330 4,648

減価償却累
計額相当額

2,131 192 2,324

減損損失累
計額相当額

67 － 67

中間期末
残高相当額

2,118 137 2,256

有形固
定資産
その他
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

4,204 323 4,527

減価償却累計
額相当額

2,097 168 2,265

減損損失累計
額相当額

100 － 100

期末
残高相当額

2,006 155 2,162

(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 733百万円

 １年超 1,471百万円

合 計 2,204百万円

リース資産

減損勘定残高
62百万円

 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 758百万円

 １年超 1,552百万円

合 計 2,311百万円

リース資産

減損勘定残高
80百万円

(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 444百万円

リース資産

減損勘定取崩額
9百万円

減価償却費相当額 411百万円

支払利息相当額 31百万円

減損損失 72百万円

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 864百万円

リース資産

減損勘定取崩額
19百万円

減価償却費相当額 802百万円

支払利息相当額 60百万円

減損損失 100百万円

(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 202百万円

 １年超 888百万円

合 計 1,090百万円

 １年内 15百万円

 １年超 43百万円

合 計 59百万円

 １年内 9百万円

 １年超 34百万円

合 計 43百万円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18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 31 32 0

合計 31 32 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 841 2,200 1,358

(2）債券 10 18 8

合計 851 2,218 1,366

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 1,097

投資事業組合出資金 116

合計 1,213

　（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
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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。

前連結会計年度末（平成19年２月28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 22 22 0

合計 22 22 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 801 2,074 1,273

(2）債券 50 61 11

合計 851 2,136 1,285
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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 1,095

投資事業組合出資金 108

合計 1,203

　（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。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18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。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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18年３月１日　至　平成18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。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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、本邦以外の国又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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 1,307円79銭

１株当たり中間純利益 36円28銭

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  1,356円55銭

１株当たり当期純利益 100円53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、そろぞれ以下のとおり

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

　　　　   ――――――

　（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18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,430 2,819 3,964

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）
1,430 2,819 3,964

期中平均株式数（株） 39,439,921 41,335,727 39,432,976

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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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、生産実績およ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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日） 前年同期比

（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

小売事業

食品 72,467 80.9 75,724 80.7 104.5

衣料品 1,496 1.7 1,468 1.6 98.1

住居関連 4,855 5.4 4,889 5.2 100.7

テナント 2,862 3.2 2,999 3.2 104.8

酒類等販売事業 6,573 7.3 7,324 7.8 111.4

ＤＰＥ事業 74 0.1 73 0.1 97.9

医薬品小売事業 552 0.6 524 0.6 94.9

その他 21 0.0 17 0.0 80.9

計 88,904 99.2 93,020 99.2 104.6

観光事業 82 0.1 73 0.1 88.7

その他の事業 614 0.7 690 0.7 112.4

合計 89,601 100.0 93,783 100.0 104.7

（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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日） 前年同期比

（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

小売事業

食品 93,142 81.2 97,703 81.1 104.9

衣料品 2,266 2.0 2,224 1.9 98.2

住居関連 6,244 5.4 6,222 5.2 99.7

テナント 3,137 2.7 3,287 2.7 104.8

酒類等販売事業 7,466 6.5 8,316 6.9 111.4

ＤＰＥ事業 211 0.2 206 0.2 97.5

医薬品小売事業 751 0.7 701 0.6 93.3

　 その他 29 0.0 24 0.0 82.8

計 113,250 98.7 118,687 98.6 104.8

観光事業 281 0.2 260 0.2 92.7

その他の事業 1,219 1.1 1,492 1.2 122.4

合計 114,751 100.0 120,440 100.0 105.0

（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18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 374 621  102
２．繰延税金資産 8 6  6
３．その他 273 303  248

流動資産合計 656 1.6 931 2.2 274 357 0.9
Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１ －   －   － －  

２．無形固定資産  4  3  △1 3  

３．投資その他の
資産

 

(1）関係会社株
式 41,121 40,842  41,110

(2）繰延税金資
産 13 123  15

(3）その他 0 －  0

  計 41,134   40,965   △169 41,125   

固定資産合計 41,139 98.4 40,968 97.8 △170 41,129 99.1

資産合計 41,795 100.0 41,899 100.0 104 41,486 100.0
 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．短期借入金 ※２ － －  300
２．未払法人税等 13 4  17
３．賞与引当金 11 12  9
４．その他 24 23  40

流動負債合計 50 0.1 40 0.1 △9 366 0.9
Ⅱ　固定負債  

１．役員退職慰労
引当金

33 36  37

固定負債合計 33 0.1 36 0.1 3 37 0.1

負債合計 83 0.2 77 0.2 △5 404 1.0
 

（純資産の部）  

 Ⅰ　株主資本  

　１．資本金 10,000 23.9 10,000 23.8 － 10,000 24.1
　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 47.2 19,724 47.1 0 19,724 47.5

　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 9,700 10,200  9,700
　　　繰越利益剰

余金
2,197 1,923  1,670

　利益剰余金合
計 12,202 29.2 12,428 29.7 225 11,675 28.2

　４．自己株式 △214 △0.5 △330 △0.8 △115 △317 △0.8

　株主資本合計 41,712 99.8 41,821 99.8 109 41,082 99.0

純資産合計 41,712 99.8 41,821 99.8 109 41,082 99.0

負債純資産合計 41,795 100.0 41,899 100.0 104 41,486 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間

期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,873 100.0 1,910 100.0 37 2,252 100.0

売上総利益 1,873 100.0 1,910 100.0 37 2,252 100.0

Ⅱ　販売費及び一般
管理費

304 16.2 356 18.7 52 609 27.1

営業利益 1,569 83.8 1,554 81.3 △14 1,642 72.9

Ⅲ　営業外収益  1 0.1 2 0.1 0 1 0.1

Ⅳ　営業外費用 ※１ 0 0.1 4 0.2 3 1 0.1

経常利益 1,570 83.8 1,552 81.2 △17 1,642 72.9

Ⅴ　特別損失 ※２ 49 2.7 267 14.0 217 61 2.7

税引前中間
（当期）純利
益

1,520 81.1 1,284 67.2 △235 1,581 70.2

法人税、住民
税及び事業税 37  9  74  

法人税等調整
額

1 38 2.0 △108 △98 △5.1 △137 1 75 3.3

中間（当期）
純利益 1,481 79.1 1,383 72.3 △98 1,505 66.9
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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18年3月1日　至　平成18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18年２月28日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 9,441 1,620 11,366 △213 40,876 40,876

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注） － － － － － 259 △259 － － － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △631 △631 － △631 △631

役員賞与（注） － － － － － － △13 △13 － △13 △13

中間純利益 － － － － － － 1,481 1,481 － 1,481 1,481

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 － 259 577 836 △1 835 835

平成18年８月31日 残高

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 9,700 2,197 12,202 △214 41,712 41,712

 （注）  平成18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。

 当中間会計期間（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
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年3月1日　至　平成19年2月28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18年２月28日 残高 

(百万円)

 

10,000 19,723 0 19,724 305 9,441 1,620 11,366 △213 40,876 40,876

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注） － － － － － 259 △259 － － － －

剰余金の配当（注） － － － － － － △631 △631 － △631 △631

剰余金の配当 － － － － － － △552 △552 － △552 △552

役員賞与（注） － － － － － － △13 △13 － △13 △13

当期純利益 － － － － － － 1,505 1,505 － 1,505 1,505

自己株式の取得 － － － － － － － － △104 △104 △104

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 － 259 50 309 △103 205 205

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

 （注）  平成18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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

 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

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。

無形固定資産

同左

無形固定資産 

同左

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。

３．繰延資産の処理方法

　      ――――――

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) 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。

(2) 役員退職慰労引当金

同左

(2）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。

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

同左

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。
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31

日　企業会計基準適用指針第6号）を

適用しております。

　これによる影響はありません。

 

           ――――――

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第6号）を適用し

ております。

　これによる影響はありません。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。従来の資

本の部の合計に相当する額は41,712

百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 

 　　　　　――――――

　

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

額は41,082百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。
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（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28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

1百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1百万円

※２．　　　　――――――

 

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の取引に対して債務保証を行っ

ております。

 保証先 金額（百万円） 内容

㈱ラルズ 2 仕入債務

計 2 －

※２．　　　　――――――

 

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の取引に対して債務保証を行っ

ております。

 保証先 金額（百万円） 内容

㈱ラルズ 4 仕入債務

計 4 －

※２．関係会社項目

短期借入金　   　　 　 300百万円

　３．偶発債務

債務保証

関係会社の取引に対して債務保証を行っ

ております。

 保証先 金額（百万円） 内容

㈱ラルズ 4 仕入債務

計 4 －

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 0百万円

※１．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

※１．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1百万円

※２．特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 49百万円

※２．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

 ※２．特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 61百万円

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

無形固定資産 0百万円 無形固定資産 0百万円 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18年３月１日　至　平成18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） 347,357 956 40 348,273

合計 347,357 956 40 348,273

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加956株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少40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。

 前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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） 347,357 68,063 77 415,343

合計 347,357 68,063 77 415,343

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加68,063株は、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1月23日開催の取締役会にて取得決議した66,000株及び単元未満株式の買取りによる増加2,063株であり、減

少77株は単元未満株式の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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

有形固
定資産
工具器
具及び
備品
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

238 207 445

減価償却累
計額相当額

108 94 203

中間期末
残高相当額

129 112 241

有形固
定資産
工具器
具及び
備品
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

250 255 505

減価償却累
計額相当額

158 144 303

中間期末
残高相当額

91 111 202

有形固
定資産
工具器
具及び
備品
（百万円）

無形固
定資産
その他
（百万円）

 合  計
（百万円）

取得価額
相 当 額

238 245 483

減価償却累
計額相当額

133 119 252

期末残高
相当額

104 126 230

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 155百万円

計 247百万円

１年内 91百万円

１年超 115百万円

計 207百万円

１年内 100百万円

１年超 136百万円

計 236百万円

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 47百万円

減価償却費相当額 45百万円

支払利息相当額 3百万円

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 99百万円

減価償却費相当額 94百万円

支払利息相当額 6百万円

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
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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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額  1,057円58銭

１株当たり中間純利益 37円56銭

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 1,043円38銭

１株当たり当期純利益   38円19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、それぞれ以下のとおり

となります。

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

 

 　　　   　――――――

　（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18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,481 1,383 1,505

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）
1,481 1,383 1,505

期中平均株式数（株） 39,441,554 41,337,441 39,434,609

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

６．その他
 該当事項はありません。
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