
１．平成17年2月期の業績（平成16年3月1日～平成17年2月28日） 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。 

   

  

平成17年2月期 個別財務諸表の概要 平成17年4月13日

会社名 株 式 会 社 ア ー ク ス  上場取引所 東証第１部  

コード番号 9948 本社所在都道府県 北海道  

(URL http://www.arcs-g.co.jp)

代  表  者 役 職 名 代表取締役社長   氏 名 横 山  清  

問合せ先責任者 役 職 名 執行役員 サポート部門担当  

  氏   名 古川 公一 ＴＥＬ （０１１）８２０－３７７３ 

決算取締役会開催日 平成17年4月13日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成17年5月27日 定時株主総会開催日 平成17年5月26日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年2月期 1,898 ( 23.7) 1,368 ( 19.8) 1,354 ( 18.9) 

16年2月期 1,535 (△97.6) 1,141 (△45.3) 1,139 (△52.3) 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年2月期 1,312 ( 19.7) 38 17 － － 3.4 3.5 71.4 

16年2月期 1,096 (△25.3) 39 34 － － 3.1 3.1 74.2 

（注）①期中平均株式数 17年2月期 34,058,089株 16年2月期 27,550,115株

  ②会計処理の方法の変更 有 

  ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2)配当状況  

  
１株当たり年間配当金 配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率   中間 期末 

  円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年2月期 27 00 0 00 27 00 968 70.7 2.4 

16年2月期 25 00 0 00 25 00 688 62.8 1.9 

(3)財政状態  

  総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

17年2月期 41,011 40,937 99.8 1,141 14 

16年2月期 36,661 36,156 98.6 1,312 82 

（注）①期末発行済株式数 17年2月期  35,863,426株 16年2月期 27,540,836株

  ②期末自己株式数 17年2月期 308,822株 16年2月期 253,876株

２．平成18年2月期の業績予想（平成17年3月1日～平成18年2月28日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

中間 期末   

    百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 1,745   1,450   1,400   13 00  ―  ― 

通 期 2,119   1,540   1,480    ― 14 00 27 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 37円52銭
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６．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

    前事業年度 
（平成16年２月29日） 

当事業年度 
（平成17年２月28日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金     22,575     99,884   77,309 

２．前払費用     555     555   － 

３．未収入金     149,266     233,072   83,806 

４．繰延税金資産     7,471     6,644   △827 

流動資産合計     179,868 0.5   340,156 0.8 160,288 

Ⅱ 固定資産                 

１．有形固定資産                 

(1）工具、器具及び備
品 

  1,850     1,850       

減価償却累計額   616 1,233   1,233 616   △616 

有形固定資産合計     1,233 0.0   616 0.0 △616 

２．無形固定資産                  

 (1）ソフトウェア      －     6,405   6,405 

    無形固定資産合計     － －   6,405 0.0 6,405 

３．投資その他の資産                 

(1）関係会社株式     36,475,497     40,651,564   4,176,067 

(2）繰延税金資産     4,444     12,287   7,843 

投資その他の資産合
計     36,479,941 99.5   40,663,852 99.2 4,183,911 

固定資産合計     36,481,174 99.5   40,670,874 99.2 4,189,699 

資産合計     36,661,042 100.0   41,011,030 100.0 4,349,988 
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    前事業年度 
（平成16年２月29日） 

当事業年度 
（平成17年２月28日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

１．短期借入金     460,000     －   △460,000 

２．未払金     13,062     23,187   10,125 

３．未払法人税等     16,967     14,053   △2,913 

４．未払消費税等     5,846     3,115   △2,730 

５．未払費用     3,157     5,961   2,803 

６．賞与引当金     5,798     7,750   1,952 

流動負債合計     504,830 1.4   54,068 0.1 △450,762 

Ⅱ 固定負債                 

１．役員退職慰労引当金     －     19,415   19,415 

固定負債合計     － －   19,415 0.1 19,415 

負債合計     504,830 1.4   73,483 0.2 △431,347 

                  

（資本の部）                 

Ⅰ 資本金 ※１   7,600,000 20.7   10,000,000 24.4 2,400,000 

Ⅱ 資本剰余金                 

１．資本準備金   17,947,610     19,723,678       

２．その他資本剰余金                 

(1）自己株式処分差益   27     214       

資本剰余金合計     17,947,637 48.9   19,723,892 48.1 1,776,254 

Ⅲ 利益剰余金                 

１．利益準備金   305,000     305,000       

２．任意積立金                 

(1）別途積立金   8,741,000     9,141,000       

３．当期未処分利益   1,758,056     1,969,521       

利益剰余金合計     10,804,056 29.5   11,415,521 27.8 611,465 

Ⅵ 自己株式 ※２   △195,482 △0.5   △201,866 △0.5 △6,384 

資本合計     36,156,211 98.6   40,937,547 99.8 4,781,335 

負債及び資本合計     36,661,042 100.0   41,011,030 100.0 4,349,988 
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(2) 損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高 ※1   1,535,000 100.0   1,898,886 100.0 363,886 

売上総利益     1,535,000 100.0   1,898,886 100.0 363,886 

Ⅱ 販売費及び一般管理費                 

１．役員報酬   103,328     112,211       

２．給料手当   126,217     161,558       

３．賞与引当金繰入額   5,798     7,750       

４．退職給付費用   3,474     3,168       

５．役員退職慰労引当金
繰入額 

  －     8,675       

６．租税公課   498     739       

７．減価償却費   616     861       

８．リース料   34,696     48,861       

９．支払報酬   20,068     30,407       

10．その他   98,609 393,307 25.6 156,574 530,808 28.0 137,500 

営業利益     1,141,692 74.4   1,368,078 72.0 226,386 

Ⅲ 営業外収益                 

１．その他   2,089 2,089 0.1 12,747 12,747 0.8 10,658 
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前事業年度 

（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅳ 営業外費用                 

１．支払利息   293     1,049       

２．新株発行費   4,048     24,656       

３．その他   371 4,713 0.3 212 25,917 1.4 21,204 

経常利益     1,139,068 74.2   1,354,908 71.4 215,839 

Ⅴ 特別利益                 

１．貸倒引当金戻入益   90 90 0.0 － － － △90 

Ⅵ 特別損失                 

１．過年度役員退職引当
金繰入額   － － － 10,740 10,740 0.6 10,740 

税引前当期純利益     1,139,158 74.2   1,344,167 70.8 205,009 

法人税、住民税及び
事業税 

  63,870     38,733     △25,137 

過年度法人税等還付
額 

  △41,948     －     41,948 

法人税等調整額   20,910 42,832 2.8 △7,016 31,716 1.7 △27,926 

当期純利益     1,096,325 71.4   1,312,451 69.1 216,125 

前期繰越利益     661,731     657,070   △4,660 

当期未処分利益     1,758,056     1,969,521   211,465 
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(3) 利益処分案 

    
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成16年５月27日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成17年５月26日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益     1,758,056   1,969,521 211,465 

Ⅱ 利益処分額             

１．配当金   688,520   968,312     

２．役員賞与金   12,465   12,465     

（うち監査役賞与金）   (1,540)   (1,540)     

３．任意積立金             

(1）別途積立金   400,000 1,100,985 300,000 1,280,777 179,791 

Ⅲ 次期繰越利益     657,070   688,744 31,674 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）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）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

     

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

……定率法  

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。  

工具、器具及び備品   ３年 

(1）有形固定資産 

            同左 

  

  

  (2）    ――――― 

  

  

(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。 

３．繰延資産の処理方法  新株発行費は、支出時に全額費用とし 

て処理しております。 

同左  
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項目 
前事業年度 

（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

４．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。 

(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 

  (3）    ――――― (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。 

   当社は、平成14年11月1日付をもっ

て純粋持株会社へ移行いたしました

が、役員退職慰労金の支給に関する

内規が未整備であったことから、役

員退職慰労引当金の計上がないまま

前期まで経過いたしました。 

   当社役員については、従来完全子

会社である㈱ラルズ、㈱福原におい

て内規に基づき役員退職慰労引当金

を計上しております。 

   当期において、役員退職慰労金の

支給に関する内規が整備されたこと

から、当期より役員退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づき期末

要支給額を計上する方法に変更いた

しました。 

   この変更は、純粋持株会社におい

て、役員退職慰労金の支給に伴う内

規を整備し、純粋持株会社と完全子

会社との間の役員退職慰労金の負担

額を合理的に期間配分することによ

り、当社およびグループ各会社間の

期間損益の適正化を図るためにおこ

なったものであります。 

   この変更に伴い、当期発生額8,675

千円は「販売費及び一般管理費」

に、平成14年11月1日以降平成16年2

月29日までの過年度分10,740千円

は、一括「特別損失」に計上してお

ります。 

   この結果、従来の方法によった場

合に比べ営業利益および経常利益は

8,675千円、税引前当期純利益は

19,415千円それぞれ減少しておりま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）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。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）１株当たり情報 

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号）が平成14年４月１日以後

開始する事業年度に係る財務諸表から

適用されることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び適用指

針によっております。なお、これによ

る影響については、「１株当たり情報

に関する注記」に記載しております。 

(2）    ――――― 

  

前事業年度 
（平成16年２月29日） 

当事業年度 
（平成17年２月28日） 

※１ 授権株式数    普通株式  68,000,000株 ※１ 授権株式数    普通株式  130,000,000株 

発行済株式総数  普通株式  27,794,712株 発行済株式総数  普通株式  36,172,248株 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減じることができる旨定款で

定めております。 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減じることができる旨定款で

定めております。 

※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は253,876株でありま

す。 

※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は308,822株でありま

す。 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 1,535,000千円 売上高  1,898,886千円
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① リース取引 

② 有価証券 

 前事業年度（自平成15年３月１日 至平成16年２月29日）及び当事業年度（自平成16年３月１日 至平成17年２

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

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産
工具、器具及
び備品 

86,284 15,281 71,002 

無形固定資産
その他 

104,811 14,370 90,441 

合計 191,095 29,651 161,443 

(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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産
工具、器具及
び備品 

195,890 37,765 158,125 

無形固定資産
その他 

161,814 36,282 125,532 

合計 357,705 74,048 283,657 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 36,977千円

１年超 126,190千円

合計 163,167千円

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内  69,958千円

１年超 217,010千円

合計 286,969千円

(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 

支払リース料 31,859千円

減価償却費相当額 29,651千円

支払利息相当額 3,931千円

支払リース料 47,517千円

減価償却費相当額 44,396千円

支払利息相当額 4,708千円

(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、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

１．繰延税金資産の主な発生原因別内訳 １．繰延税金資産の主な発生原因別内訳 

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 4,152千円

賞与引当金繰入超過額 1,969千円

その他 1,349千円

繰延税金資産合計 7,471千円

繰延税金資産（固定資産）  

子会社株式 4,444千円

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 3,165千円

賞与引当金繰入超過額 3,131千円

その他 348千円

繰延税金資産合計 6,644千円

繰延税金資産（固定資産）  

子会社株式 4,444千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,843千円

繰延税金資産合計 12,287千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法人税実効税率 41.7％

（調整）  

交際費等損金不算入項目 0.4％

受取配当金等益金不算入項目 △34.8％

住民税均等割額 0.1％

その他 3.6％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
3.8％

法人税実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等損金不算入項目 0.5％

受取配当金等益金不算入項目 △38.7％

住民税均等割額 0.1％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
2.4％

３．税率変更 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布されたことによ

り平成17年３月以降の事業年度において解消が見込ま

れる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は当期の41.7％から

40.4％に変動します。この変動により、当期末におけ

る一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金

資産、その他有価証券評価差額金及び法人税等調整額

に及ぼす影響は軽微であります。 

３．       ―――――― 
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（１株当たり情報） 

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

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 1,312円82銭 

１株当たり当期純利益 39円34銭 

１株当たり純資産額    1,141円14銭 

１株当たり当期純利益  38円17銭 

当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計

基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号）を適用しております。なお、同会計基準及

び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の１株

当たり情報には影響ありません。  

当社は、平成15年４月18日付で株式１株につき1.1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、以

下のとおりとなります。  

１株当たり純資産額 1,292円68銭 

１株当たり当期純利益 67円48銭 

当社は、平成16年４月20日付で株式１株につき1.2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、以

下のとおりとなります。  

１株当たり純資産額    1,094円02銭 

１株当たり当期純利益   32円78銭 

  前事業年度 当事業年度 

当期純利益（千円） 1,096,325 1,312,451 

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,465 12,465 

（うち役員賞与） (12,465) (12,465) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,083,860 1,299,986 

期中平均株式数（株） 27,550,115 34,058,089 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

（株式分割）  

平成16年２月12日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。  

（株式分割）  

平成17年２月９日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成16年４月20日付けをもって普通株式１株を1.2株

に分割します。  

１．平成17年４月20日付けをもって普通株式１株を1.1株

に分割します。  

(1）分割による増加する株式  

普通株式           5,558,942株 

(1）分割による増加する株式  

普通株式           3,617,224株 

(2）分割の方法 

 平成16年２月29日現在の株主名簿および実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数を１

株につき1.2株の割合をもって分割いたします。ただ

し、分割の結果生ずる１株未満の端株株式は、これ

を一括売却または買受けし、その処分代金を端株の

生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたしま

す。 

(2）分割の方法 

 平成17年２月28日現在の株主名簿および実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数を１

株につき1.1株の割合をもって分割いたします。ただ

し、分割の結果生ずる１株未満の端株株式は、これ

を一括売却または買受けし、その処分代金を端株の

生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたしま

す。 

 ２．配当起算日 

平成16年３月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,077円94銭 1,094円02銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

56円23銭 32円78銭 

 ２．配当起算日 

平成17年３月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,193円47銭 1,037円40銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

35円76銭 34円70銭 
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７．役員の異動 
  

該当事項はありません。  

  

  

８．その他 
  

該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

（株式交換） 

当社は、平成16年３月22日開催の取締役会において、平

成16年10月下旬を期して、株式会社ふじを株式交換により

完全子会社とすることを決議、同日、同社との間で株式交

換に関する覚書を締結いたしました。 

１．当該株式交換の相手の名称、住所、代表者の氏名、

資本金の額および事業内容  

２．当該株式交換の方法および覚書の概要  

(1）株式交換の方法 

 平成16年10月下旬を期して株式会社ふじの株主

は、株式会社アークスが株式交換に際して発行す

る新株の割当を受け当社の株主となり、株式会社

ふじの株主が有する株式会社ふじ株式は当社に移

転するとともに、株式会社ふじは当社の完全子会

社となります。  

(2）株式交換に関する覚書の概要  

ａ．株式交換比率 

新日本監査法人による評価を踏まえ当社と株式

会社ふじ両社間において決定いたします。 

ｂ．株式交換承認株主総会 

平成16年７月中旬予定 

(1）名称 株式会社ふじ 

(2）住所 北海道旭川市流通団地１条１丁目33

番地の１ 

(3）代表者の氏名 六車 亮 

(4）資本金 781百万円 

(5）事業内容 スーパーマーケット事業 

                  ――――― 
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