
１．平成16年8月中間期の業績（平成16年3月1日～平成16年8月31日） 

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、期中平均株式数（連結）に平成16年10月21日付けの当社と㈱ふじとの株式交換に伴い当社が

発行する株式数の期中平均株式数1,011,604株を加算して算出しております。  

※ 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８ページを参照して下さい。 

平成17年2月期 個別中間財務諸表の概要 

(財) 財務会計基準機構会員

 

平成16年10月13日

上場会社名 株式会社アークス 上場取引所 東京（第２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 サポート部門坦当  氏名 古川 公一 ＴＥＬ（０１１)８２０－３７７３

決算取締役会開催日 平成16年10月13日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成－年－月－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を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 ％

16年8月中間期 1,548 26.5 1,278 23.7 1,276 23.8 

15年8月中間期 1,223 △97.4 1,033 △34.5 1,031 △44.8 

16年2月期 1,535   1,141   1,139   

  中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭

16年8月中間期 1,266 22.4 38 33 

15年8月中間期 1,034 △12.8 37 54 

16年2月期 1,096   39 34 

（注） ① 期中平均株式数 16年8月中間期 33,047,394株 15年8月中間期 27,558,516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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

  ④ 当社は、平成16年４月20日付で株式１株を1.2株とする株式分割を行っております。 

(2)配当状況   

  
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

  
  

  円 銭 円 銭

16年8月中間期 0 00     ――――――  

15年8月中間期 0 00     ――――――   

16年2月期     ―――――― 25 00   

(3)財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  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

16年8月中間期 36,762 36,717 99.9 1,111 09 

15年8月中間期 36,125 36,096 99.9 1,310 58 

16年2月期 36,661 36,156 98.6 1,312 82 

（注） ① 期末発行済株式数 16年8月中間期 33,046,014株 15年8月中間期 25,742,265株 16年2月期 27,540,836株

  ② 期末自己株式数 16年8月中間期 307,640株 15年8月中間期 252,447株 16年2月期 253,876株

２．平成17年2月期の業績予想（平成16年3月1日～平成17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 

期末   

    百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭

通 期 1,866   1,272   1,210   25 00 25 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 35円53銭
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６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 
（平成15年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成16年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成16年２月29日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  105,492   13,045   22,575   

２．繰延税金資産  5,200   3,414   7,471   

３．その他  187,003   258,307   149,821   

流動資産合計   297,696 0.8  274,767 0.7  179,868 0.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）その他  1,541   925   1,233   

有形固定資産合計  1,541   0.0 925   0.0 1,233   0.0 

２．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  35,822,200   36,475,497   36,475,497   

(2）繰延税金資産  4,444   10,988   4,444   

投資その他の資産
合計  35,826,644   99.2 36,486,485   99.3 36,479,941   99.5 

固定資産合計   35,828,186 99.2  36,487,410 99.3  36,481,174 99.5 

資産合計   36,125,883 100.0  36,762,177 100.0  36,661,042 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金   －   －   460,000   

２．未払法人税等  5,579   605   16,967   

３．賞与引当金  8,545   7,616   5,798   

４．その他  15,545   20,584   22,065   

流動負債合計   29,669 0.1  28,805 0.1  504,830 1.4 

Ⅱ 固定負債           

１．役員退職慰労引当
金  －   16,199   －   

固定負債合計   － －  16,199 0.0  － － 

負債合計   29,669 0.1  45,004 0.1  504,830 1.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   7,600,000 21.0  7,600,000 20.7  7,600,000 20.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  17,947,610   17,947,610   17,947,610   

２．その他資本剰余金  3   74   27   

資本剰余金合計   17,947,614 49.7  17,947,684 48.8  17,947,637 48.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  305,000   305,000   305,000   

２．任意積立金  8,741,000   9,141,000   8,741,000   

３．中間（当期）未処
分利益  1,696,341   1,923,648   1,758,056   

利益剰余金合計   10,742,341 29.7  11,369,648 30.9  10,804,056 29.5 

Ⅳ 自己株式 ※２  △193,741 △0.5  △200,160 △0.5  △195,482 △0.5 

資本合計   36,096,213 99.9  36,717,172 99.9  36,156,211 98.6 

負債及び資本合計   36,125,883 100.0  36,762,177 100.0  36,661,042 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,223,700 100.0  1,548,585 100.0  1,535,000 100.0 

売上総利益   1,223,700 100.0  1,548,585 100.0  1,535,000 100.0 

Ⅳ 販売費及び一般管理
費 

  190,082 15.5  270,177 17.4  393,307 25.6 

営業利益   1,033,617 84.5  1,278,407 82.6  1,141,692 74.4 

Ⅴ 営業外収益    1,995 0.2  4,620 0.3  2,089 0.1 

Ⅵ 営業外費用 ※１   4,505 0.4  6,471 0.4  4,713 0.3 

経常利益   1,031,107 84.3  1,276,557 82.5  1,139,068 74.2 

Ⅶ 特別利益    90 0.0  － －  90 0.0 

Ⅷ 特別損失 ※２   － －  11,861 0.8  － － 

税引前中間（当
期）純利益 

  1,031,197 84.3  1,264,695 81.7  1,139,158 74.2 

法人税、住民税及
び事業税 

 15,355    605    63,870    

過年度法人税等還
付額 

 △41,948    －    △41,948    

法人税等調整額  23,180 △3,412 △0.2 △2,487 △1,882 △0.1 20,910 42,832 2.8 

中間（当期）純利
益   1,034,610 84.5  1,266,577 81.8  1,096,325 71.4 

前期繰越利益   661,731   657,070   661,731  

中間（当期）未処
分利益 

  1,696,341   1,923,648   1,758,056  
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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15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16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 

  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

２．固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

同左 

  

２．固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

同左 

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。 

３．繰延資産の処理方法 

同左 

３．繰延資産の処理方法 

同左 

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。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

４．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、支給見込額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 
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前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

(3)     ――――――― (3) 役員退職慰労引当金 

役員の将来の退職金支出に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

当社は、平成14年11月１日において純

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。なお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。  

当上半期において、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、当社及びグループ

各会社間の期間損益の適正化を図るため

に行ったものです。  

この変更に伴い、当期発生額4,337千円

は「販管費及び一般管理費」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11,861千円は、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

比べ営業利益及び経常利益は4,337千円、

税引前当期純利益は16,199千円それぞれ

減少しております。  

(3）     ――――――― 

  

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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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

（自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

 「自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準」（企業会計基

準第１号）を適用しております。こ

れによる当中間期の損益に与える影

響は軽微であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正に

より、当中間期における中間貸借対

照表の資本の部については、改正後

の中間財務諸表規則により作成して

おります。 

――――――――  

  

――――――――  
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成15年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成16年８月31日） 

前事業年度末 
（平成16年２月29日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

308千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

924千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

616千円 

※２．当社が保有する自己株式の数は252,447

株であります。 

※２．当社が保有する自己株式の数は307,640

株であります。 

※２．当社が保有する自己株式の数は253,876

株であります。 

   
   

- 7 - 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

※１．営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 178千円 

新株発行費 4,048千円 

※１．営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 1,049千円 

新株発行費 5,300千円 

※１．営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 293千円 

新株発行費 4,048千円 

※２．  ―――――――――― ※２．特別損失のうち重要なもの 

過年度役員退職引当

金 

11,861千円 

※２．  ―――――――――― 

   

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 

有形固定資産 308千円 有形固定資産 308千円 有形固定資産 616千円 
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① リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16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中間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器
具及び
備品 

80,910 6,742 74,167 

ソフト
ウェア 

56,484 4,707 51,777 

計 137,395 11,449 125,945 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器
具及び
備品 

100,621 24,876 75,744 

ソフト
ウェア 

101,942 24,421 77,520 

計 202,563 49,298 153,265 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器
具及び
備品 

86,284 15,281 71,002 

ソフト
ウェア 

104,811 14,370 90,441 

計 191,095 29,651 161,443 

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．未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 26,174千円 

１年超 100,545千円 

計 126,719千円 

１年内 39,660千円 

１年超 116,123千円 

計 155,784千円 

１年内 36,977千円 

１年超 126,190千円 

計 163,167千円 

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 

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 12,350千円 

減価償却費相当額 11,449千円 

支払利息相当額 1,674千円 

支払リース料 21,316千円 

減価償却費相当額 19,895千円 

支払利息相当額 2,227千円 

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 

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 

   

- 9 - 



② 有価証券 

 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） 

 （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15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

１株当たり純資産額 1,310円58銭

１株当たり中間純利益 37円54銭

１株当たり純資産額 1,111円09銭

１株当たり中間純利益 38円33銭

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

 （追加情報） 

 当中間会計期間から「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

適用指針を前中間会計期間及び前事業

年度に適用して算定した場合の１株当

たり情報については、それぞれ以下の

とおりとなります。 

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、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 

1,176円85銭

１株当たり中間純利益 

69円40銭

１株当たり純資産額 

1,421円94銭

１株当たり当期純利益 

74円22銭

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 

1,069円87銭

１株当たり中間純利益 

63円09銭

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

 （追加情報） 

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、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 

1,092円15銭

１株当たり中間純利益 

31円29銭

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

 （追加情報） 

 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、それぞれ以下のとおり

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 
  

 
前中間会計期間 

(自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 1,034,610 1,266,577 1,096,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 12,465 

  （うち役員賞与） － － (12,465) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
1,034,610 1,266,577 1,083,860 

期中平均株式数（株） 27,558,516 33,047,394 27,550,115 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

（関連会社による営業の譲受け） 

当社関連会社である株式会社北海道

流通企画は、平成15年11月14日開催の

取締役会において、株式会社ユニーク

ショップつしまの営業の一部を譲り受

けることに関し次の通り決議し、同日

付けで株式会社ユニークショップつし

まとの間で、営業譲渡に関する基本合

意書を取り交わしました。  

(1) 譲受けの目的  

当社グループが現在進めている全

道ネットワーク化に向け、空白地区

であった道南の中心地である函館地

区における営業基盤の拡充と地域密

着化を図るためであります。 

(2) 営業譲受けの相手会社の概要  

(3) 譲受ける事業の内容  

スーパーマーケット事業  

(4) 譲受け価額  

譲受け資産の譲受け日現在の帳簿

価額を基準として、今後関係当事者

間で協議の上で決定します。 

(5) 譲受け日 

営業譲受契約書の承認取締役会 

平成15年11月下旬 

営業譲受契約書の締結 

平成15年11月下旬 

営業の譲受け 

平成15年12月上旬 

① 商号 株式会社ユニーク  

  ショップつしま 

② 住所 北海道函館市 

③ 代表者 対馬 孝一 

④ 資本の額 220百万円 

―――――― （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。  

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）分割により増加する株式  

普通株式   5,558,942株  

(2）分割の方法  

平成16年２月29日現在の株主名

簿及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

する。ただし、分割の結果生じる

１株未満の端株株式は、これをを

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式に対

し、その端株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 
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前中間会計期間 
（自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日） 

――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（株式交換）  

 株式会社アークスは、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

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

踏まえて株式会社アークスと株

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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