
2012年年年年10月月月月にににに完成完成完成完成したしたしたしたアークスアークスアークスアークス事務棟事務棟事務棟事務棟（（（（右右右右））））

（（（（左左左左ははははアークスアークスアークスアークス・・・・ラルズラルズラルズラルズ本社本社本社本社））））

会社説明会

証券コード 9948

株式会社アークス

代表取締役社長 横山 清

日時日時日時日時：：：：２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日

会場会場会場会場：：：：札幌証券取引所札幌証券取引所札幌証券取引所札幌証券取引所

1961年年年年11月開店月開店月開店月開店 山鼻店山鼻店山鼻店山鼻店



アークスグループアークスグループアークスグループアークスグループ ～～～～八八八八ヶヶヶヶ岳連峰経営岳連峰経営岳連峰経営岳連峰経営～～～～

““““八八八八ヶヶヶヶ岳連峰経営岳連峰経営岳連峰経営岳連峰経営””””のののの命名者命名者命名者命名者

㈱㈱㈱㈱アサヒビールアサヒビールアサヒビールアサヒビール樋口廣太郎元社長樋口廣太郎元社長樋口廣太郎元社長樋口廣太郎元社長

◆◆◆◆八ヶ岳連峰経営（各社の経営方針を尊重）

１１１１

本社所在地 札幌市中央区南十三条西十一丁目２－３２

代表者名 代表取締役会長 三浦 紘一、代表取締役副会長 福原 朋治、

代表取締役社長 横山 清

設立年月 １９６１年（昭和３６年）１０月

売上高、経常利益 ４,３３９億円、１４５億円（２０１３年２月期）

従業員数 １７,３１７名（社員４,２３０名 パートナー社員１３,０８７名）

※２０１３年２月末日現在（パートナー社員は８時間換算）

店舗数 ２９１店舗（２０１３年２月末現在）

資本金 ２００億円

上場証券取引所 札幌証券取引所 東証第一部、（証券コード：９９４８）

イワイ

酒類販売業

札幌市

東光

ストア

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

札幌市

28店舗

ラルズ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

札幌市

62店舗

アークス

代表取締役社長

横山 清

代表取締役副会長

福原 朋治

福原

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

帯広市

46店舗

道北

ｱｰｸｽ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

旭川市

37店舗

道東

ラルズ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

北見市

12店舗

道南

ラルズ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

函館市

16店舗

ｴﾙﾃﾞｨ

ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

札幌市

2店舗

ﾗｲﾌ

ﾎﾟｰﾄ

ﾄﾞﾗｯｸﾞ販売

DPE

札幌市

代表取締役社長

守屋 澄夫

代表取締役社長

福原 朋治

代表取締役社長

六車 亮

代表取締役社長

渡邊 友則

代表取締役社長

馬場 利昭

代表取締役社長

加固 正好

代表取締役社長

阿部 勝美

代表取締役社長

横山 清

代表取締役会長

三浦 紘一

篠原

商店

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

網走市

3店舗

代表取締役社長

篠原 肇

代表取締役社長

阿部 勝美

ユニ

バース

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

青森県八戸市

49店舗

代表取締役社長

三浦 紘一

ｼﾞｮｲｽ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

岩手県盛岡市

36店舗

代表取締役兼

社長執行役員

小苅米 秀樹
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市場市場市場市場シェアシェアシェアシェアのののの推移推移推移推移

2

市場シェア：食品売上高のシェア。「2012 食品スーパーマーケット年鑑」を元に当社推計

食品売上高は2011年度、店舗数は2013年２月末現在

シェア 前期差 店舗数

北海道 27.3％ +0.3Pt 206店

青森県 28.0％ +0.9Pt 32店

岩手県 28.5％ +1.0Pt 50店

その他 － －

秋田県２店

宮城県１店

アークスアークスアークスアークス

グループグループグループグループ

28.0％％％％

イオンイオンイオンイオン

グループグループグループグループ

15.0％％％％

そのそのそのその他他他他

ＳＭＳＭＳＭＳＭ・・・・ＧＭＳＧＭＳＧＭＳＧＭＳ

39.8％％％％

青森青森青森青森

マエダマエダマエダマエダ

8.7％％％％
紅屋商事紅屋商事紅屋商事紅屋商事

8.5％％％％

北海北海北海北海

道道道道

アークスアークスアークスアークス

グループグループグループグループ

27.3％％％％

コープコープコープコープ

さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ

20.3％％％％

イオンイオンイオンイオン

グループグループグループグループ

16.1％％％％

そのそのそのその他他他他

ＳＭＳＭＳＭＳＭ・・・・ＧＭＳＧＭＳＧＭＳＧＭＳ

36.3％％％％

アークスグループアークスグループアークスグループアークスグループ地区別地区別地区別地区別シェアシェアシェアシェア

グループ合計店舗数：291店舗

岩手岩手岩手岩手

アークスアークスアークスアークス

グループグループグループグループ

28.5％％％％

イオンイオンイオンイオン

グループグループグループグループ

14.3％％％％

ベルベルベルベル

プラスプラスプラスプラス

13.8％％％％

そのそのそのその他他他他

ＳＭＳＭＳＭＳＭ・・・・ＧＭＳＧＭＳＧＭＳＧＭＳ

32.0％％％％

いわていわていわていわて

(生協生協生協生協)
11.4％％％％

各各各各エリアエリアエリアエリアのののの市場市場市場市場シェアシェアシェアシェア

前期前期前期前期よりよりよりより伸長伸長伸長伸長！！！！

３０３０３０３０％％％％をををを目指目指目指目指すすすす
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Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ（Ｍｉｎｄ（Ｍｉｎｄ（Ｍｉｎｄ（Ｍｉｎｄ ＆＆＆＆ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）のののの歴史歴史歴史歴史とととと売上高売上高売上高売上高のののの変遷変遷変遷変遷

3

１９８９１９８９１９８９１９８９年以降年以降年以降年以降、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａやややや新業態開発等新業態開発等新業態開発等新業態開発等でででで業績業績業績業績をををを拡大拡大拡大拡大。。。。2011201120112011年年年年のののの㈱㈱㈱㈱ユニバースユニバースユニバースユニバース、㈱、㈱、㈱、㈱篠原商篠原商篠原商篠原商

店店店店、、、、2012201220122012年年年年のののの㈱㈱㈱㈱ジョイスジョイスジョイスジョイスのののの参加参加参加参加によりによりによりにより、、、、売上高売上高売上高売上高がががが４４４４,,,,００００００００００００億円億円億円億円をををを超超超超えるえるえるえる流通企業流通企業流通企業流通企業グループグループグループグループへへへへ。。。。

売上高売上高売上高売上高（（（（億円億円億円億円））））

’’’’61616161：㈱：㈱：㈱：㈱ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾏﾙｽｰﾊｲﾏﾙｽｰﾊｲﾏﾙｽｰﾊｲﾏﾙｽｰﾊﾟ゚゚゚ｰーーー設立設立設立設立

’’’’89898989：㈱：㈱：㈱：㈱ラルズラルズラルズラルズ誕生誕生誕生誕生

’’’’95959595：㈱：㈱：㈱：㈱道東道東道東道東ﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾞ゙゙゙参加参加参加参加

’’’’97979797：㈱：㈱：㈱：㈱道北道北道北道北ﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾞ゙゙゙参加参加参加参加

’’’’00000000：㈱：㈱：㈱：㈱ﾎｰﾑｽﾄｱﾎｰﾑｽﾄｱﾎｰﾑｽﾄｱﾎｰﾑｽﾄｱ参加参加参加参加

’’’’04040404：㈱：㈱：㈱：㈱道南道南道南道南ﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾗﾙｽﾞ゙゙゙､､､､㈱㈱㈱㈱ふじふじふじふじ参加参加参加参加

’’’’09090909：㈱：㈱：㈱：㈱東光東光東光東光ストアストアストアストア参加参加参加参加

’’’’11111111：：：： ㈱㈱㈱㈱ﾕﾆﾊﾕﾆﾊﾕﾆﾊﾕﾆﾊﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ、㈱、㈱、㈱、㈱篠原商店参加篠原商店参加篠原商店参加篠原商店参加

’’’’02020202：㈱：㈱：㈱：㈱ラルズラルズラルズラルズ、㈱、㈱、㈱、㈱福原福原福原福原のののの統合統合統合統合によりによりによりにより、㈱、㈱、㈱、㈱アークスアークスアークスアークス誕生誕生誕生誕生

’’’’12121212：㈱：㈱：㈱：㈱ジョイスジョイスジョイスジョイス参加参加参加参加

’’’’04040404：：：：東証東証東証東証2222部上場部上場部上場部上場

’’’’05050505：：：：東証東証東証東証1111部上場部上場部上場部上場

’’’’10101010：：：：札証上場札証上場札証上場札証上場

’’’’93939393：：：：ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬｽﾀｬｽﾀｬｽﾀｬｽﾀﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸ上場上場上場上場
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2013年年年年２２２２月末業績月末業績月末業績月末業績

・・・・特特特特にににに価格競争価格競争価格競争価格競争がががが厳厳厳厳しかったしかったしかったしかった釧路釧路釧路釧路にににに店舗店舗店舗店舗をををを展開展開展開展開しているしているしているしている福原福原福原福原のののの業績業績業績業績はははは一巡一巡一巡一巡

福原 売上高前年比 上期 99.5％→下期 100.1％、 経常利益前年比 上期 76.3％→下期 139.9％

・・・・札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内のののの価格競争価格競争価格競争価格競争がががが激激激激しさをしさをしさをしさを増増増増すすすす中中中中、、、、ラルズラルズラルズラルズ、、、、東光東光東光東光ストアストアストアストアはははは徹底抗戦徹底抗戦徹底抗戦徹底抗戦

旭川市内旭川市内旭川市内旭川市内のののの競争競争競争競争ではではではでは道北道北道北道北アークスアークスアークスアークスがががが奮闘奮闘奮闘奮闘

・・・・ユニバースユニバースユニバースユニバース、、、、篠原商店篠原商店篠原商店篠原商店、、、、ジョイスジョイスジョイスジョイスのののの寄与寄与寄与寄与

売上高売上高売上高売上高 ＋＋＋＋744億円億円億円億円、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益 ＋＋＋＋27.127.127.127.1億円億円億円億円、、、、経常利益経常利益経常利益経常利益 ＋＋＋＋28.0億円億円億円億円

※【最近のM&A】 ユニバース：2011年10月21日、篠原商店：2011年11月9日、ジョイス：2012年9月1日にアークスグループ入り

◆◆◆◆１２１２１２１２期連続期連続期連続期連続 増収増益増収増益増収増益増収増益をををを達成達成達成達成◆◆◆◆ （（（（経常利益経常利益経常利益経常利益ベースベースベースベース））））

売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高 4,3394,3394,3394,339億円億円億円億円 （前期比124.6%、 前期差 + 857.9億円）

営業利益営業利益営業利益営業利益 134134134134億円億円億円億円 （前期比120.3%、 前期差 + 22.7億円）

経常利益経常利益経常利益経常利益 145145145145億円億円億円億円 （前期比120.1%、 前期差 + 24.3億円）

ユニバースユニバースユニバースユニバース、、、、篠原商店篠原商店篠原商店篠原商店のののの通年寄与通年寄与通年寄与通年寄与、、、、ジョイスジョイスジョイスジョイスののののグループグループグループグループ入入入入りりりり

によりによりによりにより、、、、 業績業績業績業績はははは大幅伸長大幅伸長大幅伸長大幅伸長
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㈱㈱㈱㈱ユニバースユニバースユニバースユニバース（（（（青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市）））） （（（（2011年年年年10月参加月参加月参加月参加））））

カラーコントロールカラーコントロールカラーコントロールカラーコントロールをををを生生生生かしたかしたかしたかした陳列陳列陳列陳列

カートカートカートカート２２２２台台台台がすれがすれがすれがすれ違違違違うことができるうことができるうことができるうことができる広広広広いいいい通路通路通路通路

◆◆◆◆売上高売上高売上高売上高1,0751,0751,0751,075億円億円億円億円、、、、経常利益経常利益経常利益経常利益44444444億円億円億円億円はははは北東北東北東北東

北北北北トップトップトップトップ

◆◆◆◆１１１１店舗店舗店舗店舗あたりのあたりのあたりのあたりの売上高売上高売上高売上高21212121億円億円億円億円はははは全国全国全国全国トップレトップレトップレトップレ

ベルベルベルベル

◆◆◆◆新規出店新規出店新規出店新規出店、、、、既存店強化既存店強化既存店強化既存店強化をををを支支支支えるえるえるえる最先端最先端最先端最先端のののの

「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成システムシステムシステムシステム」」」」がががが強強強強みみみみ
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㈱㈱㈱㈱篠原商店篠原商店篠原商店篠原商店（（（（網走市網走市網走市網走市）））） （（（（2011年年年年11月参加月参加月参加月参加））））

篠原商店篠原商店篠原商店篠原商店のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、業業業業

界内界内界内界内でもでもでもでも注目注目注目注目をををを集集集集めめめめ、、、、専門専門専門専門

誌誌誌誌でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの特集特集特集特集がががが組組組組まれまれまれまれ

ていますていますていますています。。。。

チェーンストアエイジチェーンストアエイジチェーンストアエイジチェーンストアエイジ

2013年年年年1月月月月1日号日号日号日号

◆◆◆◆鮮度鮮度鮮度鮮度とととと安安安安さにこだわりさにこだわりさにこだわりさにこだわり、、、、網走市内網走市内網走市内網走市内ではではではでは圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな売上高売上高売上高売上高シェシェシェシェ

アアアア（（（（50505050％％％％以上以上以上以上））））

◆◆◆◆特特特特にににに毎週水毎週水毎週水毎週水・・・・木曜日木曜日木曜日木曜日のののの100100100100円均一円均一円均一円均一はははは、、、、圧巻圧巻圧巻圧巻のののの品揃品揃品揃品揃えとえとえとえと集集集集

客力客力客力客力。。。。
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㈱㈱㈱㈱ジョイスジョイスジョイスジョイス（（（（岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市）））） （（（（2012年年年年9月参加月参加月参加月参加））））

◆◆◆◆1951195119511951年設立年設立年設立年設立（（（（全国全国全国全国でもでもでもでも最最最最もももも古古古古いいいいスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットのひとつのひとつのひとつのひとつ））））

◆◆◆◆「「「「食食食食のののの提案型提案型提案型提案型スーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケット」」」」モデルモデルモデルモデル確立確立確立確立をををを目指目指目指目指すすすす

４４４４月月月月18181818日開店日開店日開店日開店 盛岡西盛岡西盛岡西盛岡西バイパスバイパスバイパスバイパス店店店店

「「「「よりよりよりより豊豊豊豊かにかにかにかに」」」」

「「「「華華華華やかにやかにやかにやかに」」」」

「「「「よりよりよりより便利便利便利便利にににに」」」」 ががががコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

店内手作店内手作店内手作店内手作りのりのりのりのサラダサラダサラダサラダとととと関連商品関連商品関連商品関連商品をををを

集合集合集合集合させたさせたさせたさせた 「「「「サラダアイランドサラダアイランドサラダアイランドサラダアイランド」」」」
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設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画

新店新店新店新店・・・・移転新築移転新築移転新築移転新築はははは９９９９店店店店、、、、改装改装改装改装はははは１５１５１５１５店店店店

程度程度程度程度 実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定

内内内内　　　　容容容容 前年差前年差前年差前年差

新店新店新店新店・・・・移転新築移転新築移転新築移転新築 ９９９９店舗店舗店舗店舗 ++++２２２２店舗店舗店舗店舗

改装改装改装改装 １５１５１５１５店舗程度店舗程度店舗程度店舗程度 ++++８８８８店舗店舗店舗店舗

閉店閉店閉店閉店 ２２２２店舗店舗店舗店舗 ±±±±００００

東北東北東北東北エリア カードエリア カードエリア カードエリア カード統合統合統合統合

基幹基幹基幹基幹システムシステムシステムシステム構築関連構築関連構築関連構築関連

計画計画計画計画（（（（2014201420142014////2222期期期期））））

システムシステムシステムシステム投資投資投資投資 －－－－

4月月月月11日改装日改装日改装日改装オープンオープンオープンオープン スーパーアークススーパーアークススーパーアークススーパーアークス星置店星置店星置店星置店

4月月月月18日日日日オープンオープンオープンオープン カインズカインズカインズカインズＦＣＦＣＦＣＦＣ星置店星置店星置店星置店

（（（（スーパーアークススーパーアークススーパーアークススーパーアークス星置店星置店星置店星置店となりとなりとなりとなり））））
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株価株価株価株価のののの推移推移推移推移

東証上場後の株価推移

株価株価株価株価はははは堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移。。。。本年本年本年本年３３３３月月月月にはにはにはには最高値最高値最高値最高値をををを更新更新更新更新

（（（（株式分割実施株式分割実施株式分割実施株式分割実施をををを加味加味加味加味したしたしたした修正後株価修正後株価修正後株価修正後株価でででで比較比較比較比較））））
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配当配当配当配当のののの推移推移推移推移

アークスアークスアークスアークス誕生以来誕生以来誕生以来誕生以来のののの配当配当配当配当のののの推移推移推移推移

順調順調順調順調なななな業績推移業績推移業績推移業績推移とととと共共共共にににに株主配当株主配当株主配当株主配当もももも増額増額増額増額をををを継続継続継続継続

（予）

（円）
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株主優待株主優待株主優待株主優待

株主様株主様株主様株主様のごのごのごのご要望要望要望要望によりによりによりにより

おおおお選選選選びいただけるびいただけるびいただけるびいただける商品商品商品商品がががが

増増増増えましたえましたえましたえました。。。。

毎年毎年毎年毎年、、、、２２２２月末日月末日月末日月末日のののの株主様株主様株主様株主様にににに対対対対

しししし、、、、ごごごご所有株式数所有株式数所有株式数所有株式数にににに応応応応じてじてじてじて当当当当

社社社社グループグループグループグループ商品券商品券商品券商品券、、、、全国共通全国共通全国共通全国共通

ギフトカードギフトカードギフトカードギフトカード、、、、青森県産青森県産青森県産青森県産りんごりんごりんごりんご、、、、

アップルジュースアップルジュースアップルジュースアップルジュースのののの４４４４種類種類種類種類のののの中中中中

からからからから１１１１点点点点をををを贈呈贈呈贈呈贈呈。。。。

（（（（500500500500株以上株以上株以上株以上ごごごご所有所有所有所有のののの場合場合場合場合、、、、ささささ

らにらにらにらに「「「「ホテルホテルホテルホテル福原福原福原福原」」」」のののの優待割引優待割引優待割引優待割引

券券券券をををを贈呈贈呈贈呈贈呈））））

※※※※りんごのみりんごのみりんごのみりんごのみ12121212月発送予定月発送予定月発送予定月発送予定
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今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

�グループシナジーグループシナジーグループシナジーグループシナジーのののの更更更更なるなるなるなる向上向上向上向上

・アークスRARAカードの利用促進及び東北エリアへの導入

・スケールメリットを生かした商品開発力の強化（東京サテライト）

・アークス事務集中センターの本格稼働

�経営体制経営体制経営体制経営体制のののの刷新刷新刷新刷新・・・・強化強化強化強化

�公正公正公正公正なななな取引取引取引取引のののの推進及推進及推進及推進及びびびび業務業務業務業務のののの改革改革改革改革

�グループガバナンスグループガバナンスグループガバナンスグループガバナンスのののの強化強化強化強化

【【【【2013年年年年 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感】】】】
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