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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,882,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社にお

いて標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株と

なっております。

　（注）１．平成29年５月19日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 1,882,000株 997,460,000円 498,730,000円

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 1,882,000株 997,460,000円 498,730,000円

　（注）１．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の総額

であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

530円 265円 100株 平成29年６月30日（金） － 平成29年６月30日（金）

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３．申込みの方法は、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価

額の総額を払い込むものとします。

４．払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本第三者割当増資は行われないこ

ととなります。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社ポプラ　本社 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社広島銀行　銀山町支店 広島市中区銀山町３番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

997,460,000円 18,000,000円 979,460,000円

　（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、弁護士費用、アドバイザリー手数料及び

その他諸費用であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額979,460,000円の資金使途については、マイクロ・マーケット（＊１）の開拓や多様な

店舗展開のための本部基幹システム改修費用、他業態発注システムとの情報連携及び社販割引等の企業連携シ

ステムの構築並びにマイクロ・マーケット店舗出店に係る費用に充当する予定であり、その具体的な内訳は次

のとおりです。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社預金口座で適切に管理する予定です。

＊１　病院、大学、企業内売店等の閉鎖された商圏内の日販規模40万円未満の店舗を総称し「マイクロ・マー

ケット」としております。

具体的な使途 金額 支出予定時期

①　マイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗展開のため

の本部基幹システム改修費用
100百万円 平成29年９月～平成30年２月

②　他業態発注システムとの情報連携及び社販割引等の企

業連携システムの構築
179百万円 平成29年９月～平成30年４月

③　マイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗出店に係る

費用
700百万円 平成29年７月～平成31年６月

 

①　マイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗展開のための本部基幹システム改修費用

　今後、マイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗展開を全国に拡大するにあたり、本部基幹システム及び情報

分析システムの改修を行い、現在当社が未展開のエリアで出店の対応が可能となるように約100百万円を充当し

て本部基幹システムの一部改修を実施する予定です。

 

②　他業態発注システムとの情報連携及び社販割引等の企業連携システムの構築

　多様な運営形態の企業との連携出店を推進するため、企業が有する様々な商材の発注システムと当社ＰＯＳ・

ＥＯＳ（＊２）を連携可能なシステムの構築を致します。また、企業が実施する社員割引や給与天引きによる販

売などに対応可能な連携システムを構築致します。これらシステムの構築に179百万円を充当する予定です。

＊２　ＰＯＳ：商品バーコード読み取りによる販売時点情報管理システム

ＥＯＳ：補充発注のためのシステム

 

③　マイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗出店に係る費用

　今後、年間100店舗程度のマイクロ・マーケットの開拓や多様な店舗の出店を実施する予定ですが、通常、新

規出店時にかかる立ち上げ費用として、商圏調査及び分析にかかる人件費等が店舗あたり約50万円、店舗設備の

当社負担が店舗あたり約300万円であるため、今後の２年間で必要な額は700百万円となります。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定

先の概要

名称 株式会社ローソン

本店の所在地 東京都品川区大崎一丁目11番２号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書　平成28年５月25日提出

第41期（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

四半期報告書　平成28年７月13日提出

第42期第１四半期（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31

日）

四半期報告書　平成28年10月13日提出

第42期第２四半期（自　平成28年６月１日　至　平成28年８月31

日）

四半期報告書　平成29年１月13日提出

第42期第３四半期（自　平成28年９月１日　至　平成28年11月30

日）

ｂ．提出者と

割当予定

先との関

係

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
該当事項はありません。

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
495,300株（平成29年２月28日現在）

人事関係
当社の社員１名が該当会社の子会社である株式会社ローソン山陰の

取締役に就任しております。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係

当社は該当会社と締結した資本業務提携契約に基づき加工食品・雑

貨等の共同調達を行っております。また、株式会社ローソン山陰の

店舗のうち「ローソン・ポプラ」ブランド店舗で販売するポプ弁

（お店で炊いた温かいご飯を詰めるタイプの弁当）を当社の岡山工

場より納入しております。

 

ａ．割当予定

先の概要

氏名 目黒　俊治

住所 広島市西区

職業の内容 当社代表取締役会長兼大黒屋食品株式会社取締役会長

ｂ．提出者と

割当予定

先との関

係

出資関係

目黒俊治は、平成29年２月28日現在、当社株式2,192,114株（発行

済株式総数に対する所有株式数の割合22.13％）を所有する筆頭株

主であります。

人事関係
目黒俊治は、当社の代表取締役会長及び当社子会社である大黒屋食

品株式会社の取締役会長を務めております。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

ア　第三者割当を行うこととした理由

　コンビニエンスストア業界は、全国で店舗数54,000店を突破、売上規模も10兆円を超えて来ているものの、成

長の速度は鈍化してきており、他社においても、当社が推進している病院、企業内、学校などのマイクロ・マー

ケットへの進出が想定されます。

　このような環境のもと、今後、当社が全国規模での展開を視野にマイクロ・マーケットの出店を更に加速して

いくには、株式会社ローソンが持つサプライチェーンプラットフォーム（＊３）の共通化の推進及び現状当社の

未出店エリアでの展開に向けたインフラ、システム整備が急務であると考えております。
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　これらへの対応を強力に推進していくため、また商品・原材料の共同調達・販売による利益改善やポプラ・生

活彩家ブランドを活用した多彩な出店ニーズへの対応など両社シナジー効果を促進させていくには、更なる提携

の強化と経営参画が必要との判断に至り、ローソンを割当予定先とする第三者割当増資を行うこととしました。

　また、当社の独立性を担保し、今後も、ポプ弁に代表される独自商品及び売上ロイヤリティ制度を採用するな

ど特徴あるチェーンとして展開するため、目黒俊治を割当予定先としました。

＊３　サプライチェーンプラットフォーム：原材料・商品の調達から配送に至るまでの仕組み

 

イ　割当予定先との関係

（ア）株式会社ローソン

　コンビニエンスストア業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、当社と株式会社ローソンは、平成26年

12月８日に資本業務提携契約を締結し、原材料、商品等の共同仕入れ、物流インフラの相互活用の取り組み

を推進してきました。

　さらに平成27年９月18日には、経営体制の連携強化を目的に店舗レベルでの業務提携について基本合意書

を締結し、山陰地区において「ローソン・ポプラ」ダブルブランドを新設して平成27年11月20日に先行実験

店２店舗をオープンし、実験運用を継続してきました。

　また、ダブルブランド店舗の本格展開に向けて、平成28年８月４日に当社のコンビニエンスストア事業に

関する権利義務等の一部を株式会社ローソンに承継することを前提とした山陰地区事業に係る共同運営契約

を締結し、平成28年９月６日付「株式会社ローソンとの山陰地区事業における共同運営会社の設立のための

会社分割契約の承認のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当該共同運営契約に基づき、平成28年11月

１日に株式会社ローソン及び株式会社ローソン山陰との間で会社分割を行っております。

 

（イ）目黒　俊治

　目黒俊治は昭和51年４月に当社を設立して当社の代表取締役に就任し、平成20年５月より当社の代表取締

役会長に就任しております。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

イ　株式会社ローソン　当社普通株式　　1,655,000株

ロ　目黒　俊治　　　　当社普通株式　　　227,000株

 

ｅ．株券等の保有方針

　当社は、割当予定先から、本第三者割当により取得する株式について中長期的に保有する意向である旨の説明を

受けております。

　なお、当社は、割当予定先から、払込期日から２年間において、割当予定先が本第三者割当により取得した当社

普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名又は名称及び住所、譲渡株式数、譲渡

日、譲渡価格、譲渡の理由並びに譲渡の方法等の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を株

式会社東京証券取引所に書面により報告すること、当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつ

いて、割当予定先から払込期日までに確約書を取得する予定であります。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

イ　株式会社ローソン

　当社は、割当予定先である株式会社ローソンから、本株式の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資

金は確保されている旨の報告を受けており、また、株式会社ローソンの決算短信（第42期）に記載されている財

務諸表により、株式会社ローソンがかかる払込みに要する十分な現預金その他の流動資産を保有していることを

確認していることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

 

ロ　目黒　俊治

　当社は、割当予定先である目黒俊治から新株の引受けにかかる払込みを行うことが充分に可能であることを確

認するため、直近の預金通帳の写し及び証券口座の残高証明書の写しの提出を受けており、払込みに要する十分

な現預金その他の流動資産を保有していることを確認していることから、当社としてかかる払込みに支障はない

と判断しております。
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ｇ．割当予定先の実態

イ　株式会社ローソン

　割当予定先である株式会社ローソンは、会社の履歴、役員、主要株主等について有価証券報告書等において公

表している株式会社東京証券取引所市場第一部の上場会社であります。

　また、当社は株式会社ローソンが株式会社東京証券取引所に提出しているコーポレートガバナンス報告書（平

成28年６月１日付）において、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士

や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応することを方針とする旨を記載していることを確認しております。以

上のことから、当社は株式会社ローソン及びその役員又は経営に実質的に関与するものが反社会的勢力と一切関

係がないものと判断しております。

 

ロ　目黒　俊治

　当社は、株式会社東京証券取引所に提出しているコーポレートガバナンス報告書（平成28年６月８日付）に記

載のとおり、反社会的勢力排除のため「反社会的勢力への対応」を「社員倫理規程」に明記し、組織全体として

取り組んでいます。当社では、役職員を含め反社会的勢力との利益供与や取引・交友をはじめとする一切の関係

を禁止しております。当社は、目黒俊治がかかる当社の代表取締役会長であることに加え、目黒俊治がこれを遵

守しており、反社会的勢力と一切関係がないことを口頭で確認しており、目黒俊治が反社会的勢力と一切関係が

ないものと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠

　本第三者割当増資の発行価額につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日（平成29年

５月18日）の東京証券取引所における当社株式の終値である530円といたしました。

　なお、当該発行価額（530円）は、直前営業日から１ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（527円）に対しては

0.57％のプレミアムを加算した金額、直前営業日から３ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（528円）に対しては

0.38％のプレミアムを加算した金額、直前営業日から６ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（517円）に対しては

2.51％のプレミアムを加算した金額となります。

　取締役会決議日の直前営業日終値を基準といたしました理由は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに

関する指針」（平成22年４月１日付）にて、第三者割当により株式の発行を行う場合の払込金額は、原則として、

株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日

の価額）を基準として決定することとされており、算定時に最も近い時点の市場価格である発行決議日の直前営業

日の終値が、当社株式の現時点における公正な価格を算定するにあたって基礎とすべき価格であり、当該価格を基

礎として算定した本第三者割当増資の払込金額を含む発行条件について合理性があると判断したためであります。

　なお、本第三者割当増資を決議した取締役会に出席した当社監査役３名（うち社外監査役２名）全員からも、上

記と同様の理由により、上記発行価額が割当予定先に特に有利な発行価額に該当せず、適法である旨の意見を得て

おります。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　本第三者割当により、割当予定先に対して割り当てる株式数は1,882,000株であり、本第三者割当前の当社普通

株式の発行済株式総数9,905,822株（平成29年２月28日現在）の19.00％（議決権総数98,845個に対する割合

19.04％）に相当し、これにより一定の希薄化が生じます。しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当

で調達した資金による投資等は、当社グループの企業価値、ひいては、既存株主の利益向上に資するものと考えて

おり、本第三者割当による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。また、目黒俊治

が引き続き当社の筆頭株主かつ会長として経営にあたることで、当社の「ポプ弁」や独自の売上システムをはじめ

とする特徴ある独立した経営を維持することが、最終的に既存株主の利益向上に繋がるものと考えております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

目黒　俊治 広島市西区 2,192 22.18％ 2,419 20.56％

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目11-2 495 5.01％ 2,150 18.27％

ポプラ協栄会
広島市安佐北区安佐町大字久地

665-1
1,758 17.79％ 1,758 14.94％

ポプラ社員持株会
広島市安佐北区安佐町大字久地

665-1
305 3.09％ 305 2.59％

株式会社広島銀行（常任代理人

資産管理サービス信託銀行株式

会社）

広島市中区紙屋町１丁目3-8

（東京都中央区晴海１丁目8-

12）

212 2.15％ 212 1.81％

三菱食品株式会社 東京都大田区平和島６丁目1-1 177 1.80％ 177 1.51％

株式会社もみじ銀行（常任代理

人日本マスタートラスト信託銀

行株式会社）

広島市中区胡町1-24（東京都港

区浜松町２丁目11-3）
172 1.75％ 172 1.47％

日本生命保険相互会社（常任代

理人日本マスタートラスト信託

銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目6-

6（東京都港区浜松町２丁目11-

3）

166 1.68％ 166 1.41％

東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目2-

1
159 1.62％ 159 1.36％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目4-

5（東京都港区浜松町２丁目11-

3）

133 1.35％ 133 1.13％

計 － 5,773 58.41％ 7,655 65.06％

　（注）１．平成29年２月28日現在の株主名簿に基づき記載をしております。なお、割当後の総議決権数に対する所有議

決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権数を平成29年２月28日現在の総議決権数98,845個に本第

三者割当増資により増加する議決権数18,820個を加えた数で除して算出した割合であります。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。

３．今回の割当予定先以外の株主（新株式発行前からの株主）の総議決権数に対する所有議決権数の割合につい

ては、平成29年２月28日より所有株式数に変更がないとの前提で算出したものであります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）の提

出日以降、本有価証券届出書提出日（平成29年５月19日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された

「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（平成29年５月19日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありませ

ん。

 

２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成29年５月19日）まで

の間において、以下の臨時報告書（訂正臨時報告書を含む）を中国財務局長に提出しております。

(1）平成28年５月30日　中国財務局長に提出

１　提出理由

　平成28年５月26日開催の当社第41期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年５月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損の填補と早期復配体制の実現を目的として、次のとおり、資本準備金の

額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

１．資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り

替えるものであります。

(1）減少する準備金の項目及びその額

資本準備金　　1,912,880,293円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　1,912,880,293円

(3）準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成28年５月27日
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２．剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、上記１．の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、同額分の欠損を填補するものでありま

す。

(1）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　1,912,880,293円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　1,912,880,293円

 

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、目黒俊治、目黒真司、中間昭登、野村一雄、市村英世及び蔵田和樹を選任す

る。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中村亨を選任する。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 79,835 401 0 （注）１ 可決（97.84％）

第２号議案    （注）２  

目黒　俊治 76,211 4,025 0  可決（93.40％）

目黒　真司 76,270 3,966 0  可決（93.47％）

中間　昭登 78,839 1,397 0  可決（96.62％）

野村　一雄 77,350 2,886 0  可決（94.79％）

市村　英世 77,350 2,886 0  可決（94.79％）

蔵田　和樹 78,635 1,601 0  可決（96.37％）

第３号議案 79,735 502 0 （注）２ 可決（97.71％）

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

(2）平成28年９月９日　中国財務局長に提出

１　提出理由

　当社は、平成28年９月６日開催の取締役会において、当社を分割会社、株式会社ローソン（以下、「ローソ

ン」といいます。）の子会社である株式会社ローソン山陰（以下、「ローソン山陰」といいます。）を承継会社

とする会社分割（以下、「本会社分割」といいます。）を承認することを決議いたしましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、臨時報告書を

提出するものであります。

　なお、本会社分割は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に基づく必要な手続き及び対応を完了

させることを条件としております。
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２　報告内容

１．当該吸収分割の相手会社についての事項

(1）商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容

商号 株式会社ローソン山陰

本店の所在地 鳥取県米子市加茂町２丁目141番地

代表者の氏名 代表取締役　　柴折　直人

資本金の額 10百万円

純資産の額 10百万円

総資産の額 10百万円

事業の内容 コンビニエンスストア事業

 

(2）最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

　ローソン山陰は平成28年９月１日に設立された会社であり、本臨時報告書提出日までに終了した事業年度

はありません。

 

(3）大株主の氏名又は名称及び発行済み株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社ローソン 100.0％

 

(4）提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

 

２．当該吸収分割の目的

　当社は2016年８月４日付でローソンと山陰地区におけるローソンチェーンのコンビニエンスストアを共同し

て運営すること等に関する山陰地区事業に係る共同運営契約（以下、「本共同運営契約」といいます。）を締

結しました。

　山陰地域では少子高齢化が加速しており、鳥取県や島根県では2020年までに人口減少が５％程度進むと予想

されています。購買力の流出にともない、地元小売業においては個社個別の物流・配送網の非効率性が増大

し、店舗撤退が顕著になってきています。このため、山陰地域の地域生活インフラとしてコンビニエンススト

アに対する社会的要請が高まっています。

　このような背景のもと、当社とローソンは、両社の共同出資によるローソン山陰を設立し、2016年11月よ

り、現在、山陰エリアでポプラ店舗を運営している加盟店及び直営店のうち、「ローソン・ポプラ」へのブラ

ンド移行を実施する54店舗と、ローソン鳥取支店・島根支店が運営するローソン235店舗の合計289店舗を併せ

て運営するエリアフランチャイズ事業を開始いたします。両社が持つ店舗インフラ・配送インフラの段階的な

共通化を促進し、さらにスケールの効いた効率性の高い店舗運営体制を整えます。

　「ローソン・ポプラ」ダブルブランド店舗では、ローソンＦＣパッケージを活用し、ポプラの強みである”

ポプ弁”も販売を継続いたします。既に2015年11月に先行実験店２店舗をオープンし９カ月間にわたる運営の

結果、女性・シニアの集客に強いローソンと男性の集客に強い当社の集客力により高いシナジー効果を創出し

ております。

　この度、本共同運営契約において合意された方針に基づき、ポプラはローソン・ポプラへのブランド移行を

実施する54店舗（別途、当社の100％子会社である株式会社ポプラ・プロジェクトからローソン山陰に会社分

割により承継させる先行実験店２店舗を含む。）のコンビニエンスストア事業に帰属する資産及び権利の一部

を会社分割によりローソン山陰に承継させ、その対価としてローソン山陰の普通株式を30.00％取得し、両社

が共同で運営を実施すること等を決定いたしました。

 

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当の内容、その他吸収分割契約の内容

(1）吸収分割の方法

　当社を分割会社とし、ローソン山陰を承継会社とする吸収分割です。

 

(2）吸収分割に係る割当の内容
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　承継会社であるローソン山陰は、分割会社である当社に対してローソン山陰の普通株式4,183株（本会社

分割後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合29.28％）を交付する予定です。

 

(3）その他吸収分割契約の内容

（イ）分割の日程

本会社分割に係る取締役会決議日（当社）　　　　　　平成28年９月６日

本会社分割に係る取締役会決議日（ローソン山陰）　　平成28年９月14日（予定）

本会社分割に係る吸収分割契約の締結日　　　　　　　平成28年９月15日（予定）

本会社分割の分割期日（効力発生日）　　　　　　　　平成28年11月１日（予定）

（注）　本会社分割は、当社においては会社法784条第２項に定める簡易分割であり、株主総会の承

認を得ずに実施する予定です。

 

（ロ）分割により増減する資本金

　該当事項はありません。

 

（ハ）分割に伴う新株予約金及び新株予約権付社債に関する扱い

　該当事項はありません。

 

（ニ）承継会社が承継する権利義務

　ローソン山陰は、当社が現在「ポプラ」ブランドで営業している山陰地区の店舗のうち、ローソン・

ポプラへのブランド移行を実施する店舗に係るコンビニエンスストア事業に帰属する資産及び権利の一

部を承継します。

 

４．吸収分割に係る割当の内容の算定根拠

　当社は、ローソンとの間で事業計画及び事業価値に関する協議を行い、本会社分割において当社が交付を受

けるローソン山陰の株式数の公平性・妥当性を確保する一環として、外部評価会社であるフロンティア・マネ

ジメント株式会社に分割対価の金額の合理性及び事業価値の検証を依頼いたしました。当社は当該検証も参考

に、ローソン山陰へ承継させる事業のキャッシュフロー、承継資産及び負債等に基づき、ローソンと慎重に協

議を重ねた結果、最終的に割当内容が妥当であるとの合意に至りました。

 

５．当該吸収分割の後の吸収分割承継会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総

資産の額及び事業内容

商号 株式会社ローソン山陰

本店の所在地 鳥取県米子市加茂町２丁目141番地

代表者の氏名 代表取締役　　柴折　直人

資本金の額 10百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 コンビニエンスストア事業

 

(3）平成28年11月２日　中国財務局長に提出

１　提出理由

　当社は、平成28年９月９日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第７号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、一部に変更が生じましたので、金融商品

取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２　訂正事項

２．当該吸収分割の目的

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当の内容、その他吸収分割契約の内容

(2）吸収分割に係る割当の内容

 

３　訂正内容

　訂正箇所は下線を付して表示しております。
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（訂正前）

２．当該吸収分割の目的

　当社は2016年８月４日付でローソンと山陰地区におけるローソンチェーンのコンビニエンスストアを共同

して運営すること等に関する山陰地区事業に係る共同運営契約（以下、「本共同運営契約」といいます。）

を締結しました。

　山陰地域では少子高齢化が加速しており、鳥取県や島根県では2020年までに人口減少が５％程度進むと予

想されています。購買力の流出にともない、地元小売業においては個社個別の物流・配送網の非効率性が増

大し、店舗撤退が顕著になってきています。このため、山陰地域の地域生活インフラとしてコンビニエンス

ストアに対する社会的要請が高まっています。

　このような背景のもと、当社とローソンは、両社の共同出資によるローソン山陰を設立し、2016年11月よ

り、現在、山陰エリアでポプラ店舗を運営している加盟店及び直営店のうち、「ローソン・ポプラ」へのブ

ランド移行を実施する54店舗と、ローソン鳥取支店・島根支店が運営するローソン235店舗の合計289店舗を

併せて運営するエリアフランチャイズ事業を開始いたします。両社が持つ店舗インフラ・配送インフラの段

階的な共通化を促進し、さらにスケールの効いた効率性の高い店舗運営体制を整えます。

　「ローソン・ポプラ」ダブルブランド店舗では、ローソンＦＣパッケージを活用し、ポプラの強みであ

る”ポプ弁”も販売を継続いたします。既に2015年11月に先行実験店２店舗をオープンし９カ月間にわたる

運営の結果、女性・シニアの集客に強いローソンと男性の集客に強い当社の集客力により高いシナジー効果

を創出しております。

　この度、本共同運営契約において合意された方針に基づき、ポプラはローソン・ポプラへのブランド移行

を実施する54店舗（別途、当社の100％子会社である株式会社ポプラ・プロジェクトからローソン山陰に会

社分割により承継させる先行実験店２店舗を含む。）のコンビニエンスストア事業に帰属する資産及び権利

の一部を会社分割によりローソン山陰に承継させ、その対価としてローソン山陰の普通株式を30.00％取得

し、両社が共同で運営を実施すること等を決定いたしました。

 

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当の内容、その他吸収分割契約の内容

(2）吸収分割に係る割当の内容

　承継会社であるローソン山陰は、分割会社である当社に対してローソン山陰の普通株式4,183株（本会

社分割後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合29.28％）を交付する予定です。

 

（訂正後）

２．当該吸収分割の目的

　当社は2016年８月４日付でローソンと山陰地区におけるローソンチェーンのコンビニエンスストアを共同

して運営すること等に関する山陰地区事業に係る共同運営契約（以下、「本共同運営契約」といいます。）

を締結しました。

　山陰地域では少子高齢化が加速しており、鳥取県や島根県では2020年までに人口減少が５％程度進むと予

想されています。購買力の流出にともない、地元小売業においては個社個別の物流・配送網の非効率性が増

大し、店舗撤退が顕著になってきています。このため、山陰地域の地域生活インフラとしてコンビニエンス

ストアに対する社会的要請が高まっています。

　このような背景のもと、当社とローソンは、両社の共同出資によるローソン山陰を設立し、2016年11月よ

り、現在、山陰エリアでポプラ店舗を運営している加盟店及び直営店のうち、「ローソン・ポプラ」へのブ

ランド移行を実施する53店舗と、ローソン鳥取支店・島根支店が運営するローソン233店舗の合計286店舗を

併せて運営するエリアフランチャイズ事業を開始いたします。両社が持つ店舗インフラ・配送インフラの段

階的な共通化を促進し、さらにスケールの効いた効率性の高い店舗運営体制を整えます。

　「ローソン・ポプラ」ダブルブランド店舗では、ローソンＦＣパッケージを活用し、ポプラの強みであ

る”ポプ弁”も販売を継続いたします。既に2015年11月に先行実験店２店舗をオープンし９カ月間にわたる

運営の結果、女性・シニアの集客に強いローソンと男性の集客に強い当社の集客力により高いシナジー効果

を創出しております。

　この度、本共同運営契約において合意された方針に基づき、ポプラはローソン・ポプラへのブランド移行

を実施する53店舗（別途、当社の100％子会社である株式会社ポプラ・プロジェクトからローソン山陰に会

社分割により承継させる先行実験店２店舗を含む。）のコンビニエンスストア事業に帰属する資産及び権利

の一部を会社分割によりローソン山陰に承継させ、その対価としてローソン山陰の普通株式を29.79％取得

し、両社が共同で運営を実施すること等といたしました。

 

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当の内容、その他吸収分割契約の内容

(2）吸収分割に係る割当の内容
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　承継会社であるローソン山陰は、分割会社である当社に対してローソン山陰の普通株式4,140株（本会

社分割後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合29.06％）を交付する予定です。

 

(4）平成29年５月19日　中国財務局長に提出

１　提出理由

　当社は、平成29年５月19日開催の取締役会において、株式会社ローソン及び当社代表取締役の目黒俊治を割当

先とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うことを決議いたしました。これに伴

い、当社の主要株主に異動が見込まれますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの　　株式会社ローソン

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

（主要株主となるもの）

株式会社ローソン

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 4,953個 5.01％

異動後 21,503個 18.27％

　（注）１．平成29年２月28日現在の株主名簿に基づき記載をしております。なお、異動後の総議決権数に対する所有議

決権数の割合は、本第三者割当増資後の所有株式数に係る議決権数を平成29年２月28日現在の総議決権数

98,845個に本第三者割当増資により増加する議決権数18,820個を加えた数で除して算出した割合でありま

す。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。

 

(3）当該異動の年月日（予定）

平成29年６月30日（金）

 

(4）その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額　　　　2,410,137千円

本報告書提出日現在の発行済株式総数　　　9,905,822株

 

３　最近の業績の概要

第42期連結会計年度（自平成28年３月１日　至平成29年２月28日）の業績の概要

　平成29年４月11日開催の当社取締役会において承認された第42期連結会計年度に係る連結財務諸表は、以下のとお

りです。

　金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は受領

しておりません。
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連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,339,586 803,552

受取手形及び売掛金 337,641 221,111

加盟店貸勘定 ※１ 207,549 ※１ 213,307

商品及び製品 915,897 692,119

原材料及び貯蔵品 40,616 41,530

繰延税金資産 949 773

その他 1,154,900 1,115,403

貸倒引当金 △5,467 △7,734

流動資産合計 3,991,673 3,080,065

固定資産   

有形固定資産   

自社有形固定資産   

建物及び構築物 4,703,249 4,168,492

減価償却累計額 △3,981,445 △3,534,918

建物及び構築物（純額） 721,803 633,574

機械装置及び運搬具 400,621 400,631

減価償却累計額 △384,640 △388,368

機械装置及び運搬具（純額） 15,980 12,262

器具備品 1,584,252 1,318,965

減価償却累計額 △1,504,948 △1,273,648

器具備品（純額） 79,304 45,317

土地 1,870,722 1,870,722

リース資産 1,816,662 1,782,554

減価償却累計額 △957,532 △1,133,002

リース資産（純額） 859,129 649,551

自社有形固定資産合計 3,546,941 3,211,428

貸与有形固定資産   

建物及び構築物 2,726,949 1,900,846

減価償却累計額 △1,855,138 △1,404,449

建物及び構築物（純額） 871,811 496,397

器具備品 922,203 683,097

減価償却累計額 △876,821 △659,117

器具備品（純額） 45,381 23,980

土地 609,437 609,437

その他（純額） 35,131 68,555

貸与有形固定資産合計 1,561,762 1,198,371

有形固定資産合計 5,108,703 4,409,799

無形固定資産   

ソフトウエア 729,905 638,819

リース資産 10,051 4,795

その他 18,282 19,647

無形固定資産合計 758,239 663,262
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当連結会計年度

(平成29年２月28日)

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２ 602,777 ※２ 2,794,684

長期貸付金 147,253 69,728

敷金及び保証金 1,941,536 1,655,952

その他 154,202 151,969

貸倒引当金 △75,833 △75,651

投資その他の資産合計 2,769,936 4,596,682

固定資産合計 8,636,878 9,669,744

資産合計 12,628,552 12,749,810

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,043,329 1,477,426

加盟店買掛金 ※３ 924,456 ※３ 903,847

短期借入金 － 1,000,000

リース債務 294,092 301,982

未払金 667,170 650,469

未払法人税等 68,608 285,378

賞与引当金 51,396 56,347

預り金 1,104,967 874,507

その他 495,971 460,818

流動負債合計 5,649,992 6,010,778

固定負債   

リース債務 823,141 615,416

繰延税金負債 145,528 146,681

退職給付に係る負債 552,314 543,555

資産除去債務 748,092 605,429

長期預り金 ※４ 1,421,529 ※４ 1,168,720

その他 394,459 406,842

固定負債合計 4,085,065 3,486,645

負債合計 9,735,058 9,497,423

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,410,137 2,410,137

資本剰余金 2,097,889 185,009

利益剰余金 △1,841,194 360,881

自己株式 △88 △135

株主資本合計 2,666,744 2,955,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 253,695 279,941

退職給付に係る調整累計額 △26,945 16,551

その他の包括利益累計額合計 226,749 296,493

純資産合計 2,893,494 3,252,386

負債純資産合計 12,628,552 12,749,810
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
　至　平成29年２月28日)

売上高   

売上高 34,960,822 29,687,307

営業収入   

加盟店からの収入 1,863,609 1,732,230

その他の営業収入 1,953,219 1,850,960

営業収入合計 3,816,829 3,583,190

営業総収入合計 38,777,651 33,270,497

売上原価 27,459,762 23,222,163

売上総利益 7,501,059 6,465,143

営業総利益 11,317,889 10,048,334

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 719,051 740,282

広告宣伝費 20,156 26,400

販売促進費 574,652 540,836

役員報酬 78,091 86,268

従業員給料及び賞与 4,055,910 3,648,332

賞与引当金繰入額 49,679 54,539

退職給付費用 107,674 88,968

法定福利及び厚生費 481,912 420,688

水道光熱費 557,347 444,773

消耗品費 96,328 98,076

租税公課 150,833 155,898

減価償却費 499,988 423,681

不動産賃借料 1,635,290 1,481,317

リース料 70,534 67,608

その他 2,137,861 2,238,686

販売費及び一般管理費合計 11,235,312 10,516,360

営業利益又は営業損失（△） 82,576 △468,026

営業外収益   

受取利息 10,180 6,913

受取配当金 6,725 7,716

受取手数料 22,266 23,197

受取保険金 10,956 6,273

受取補填金 － 33,400

貸倒引当金戻入額 9,686 －

その他 24,257 33,573

営業外収益合計 84,074 111,073

営業外費用   

支払利息 31,584 27,135

持分法による投資損失 － 33,224

貸倒引当金繰入額 － 12,828

その他 5,432 5,554

営業外費用合計 37,017 78,742

経常利益又は経常損失（△） 129,633 △435,695
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
　至　平成29年２月28日)

特別利益   

固定資産売却益 ※１ 65,090 ※１ 7,657

受取分担金 － 404,714

持分変動利益 － 844,819

補償金・違約金 47,806 3,665

その他 11,495 19,744

特別利益合計 124,392 1,280,601

特別損失   

固定資産売却損 ※２ 66 ※２ 26,054

固定資産除却損 ※３ 2,050 ※３ 117,050

減損損失 ※４ 121,305 ※４ 59,239

店舗閉鎖損失 13,742 92,918

その他 957 784

特別損失合計 138,123 296,048

税金等調整前当期純利益 115,902 548,856

法人税、住民税及び事業税 62,990 266,702

法人税等調整額 △7,338 △7,041

法人税等合計 55,651 259,661

当期純利益 60,250 289,195

親会社株主に帰属する当期純利益 60,250 289,195
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（連結包括利益計算書）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
　至　平成29年２月28日)

当期純利益 60,250 289,195

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,876 26,246

退職給付に係る調整額 46,567 43,497

その他の包括利益合計 ※ 56,444 ※ 69,744

包括利益 116,694 358,939

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 116,694 358,939

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,410,137 2,097,889 △1,860,433 △39 2,647,553

会計方針の変更による累積的
影響額   △41,010  △41,010

会計方針の変更を反映した当期
首残高

2,410,137 2,097,889 △1,901,444 △39 2,606,543

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純
利益   60,250  60,250

自己株式の取得    △48 △48

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 60,250 △48 60,201

当期末残高 2,410,137 2,097,889 △1,841,194 △88 2,666,744

 

     

 
その他の

包括利益累計額
純資産合計

 
その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る調整
累計額

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 243,818 △73,513 170,305 2,817,859

会計方針の変更による累積的
影響額    △41,010

会計方針の変更を反映した当期
首残高

243,818 △73,513 170,305 2,776,848

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純
利益    60,250

自己株式の取得    △48

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

9,876 46,567 56,444 56,444

当期変動額合計 9,876 46,567 56,444 116,645

当期末残高 253,695 △26,945 226,749 2,893,494
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当連結会計年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,410,137 2,097,889 △1,841,194 △88 2,666,744

会計方針の変更による累積的
影響額     －

会計方針の変更を反映した当期
首残高

2,410,137 2,097,889 △1,841,194 △88 2,666,744

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純
利益   289,195  289,195

自己株式の取得    △47 △47

欠損填補  △1,912,880 1,912,880  －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － △1,912,880 2,202,075 △47 289,147

当期末残高 2,410,137 185,009 360,881 △135 2,955,892

 

     

 
その他の

包括利益累計額
純資産合計

 
その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る調整
累計額

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 253,695 △26,945 226,749 2,893,494

会計方針の変更による累積的
影響額    －

会計方針の変更を反映した当期
首残高

253,695 △26,945 226,749 2,893,494

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純
利益    289,195

自己株式の取得    △47

欠損填補    －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

26,246 43,497 69,744 69,744

当期変動額合計 26,246 43,497 69,744 358,891

当期末残高 279,941 16,551 296,493 3,252,386
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 115,902 548,856

減価償却費 793,497 765,780

減損損失 121,305 59,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 51,111 35,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,925 2,084

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,699 4,951

受取利息及び受取配当金 △16,906 △14,629

支払利息 31,584 27,135

持分法による投資損益（△は益） － 33,224

固定資産除売却損益（△は益） △62,972 135,448

店舗閉鎖損失 13,742 92,918

受取分担金 － △404,714

持分変動損益（△は益） － △844,819

売上債権の増減額（△は増加） △52,961 116,530

加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 170,371 20,775

未収入金の増減額（△は増加） 91,572 △19,470

たな卸資産の増減額（△は増加） 84,846 222,863

仕入債務の増減額（△は減少） △2,211,802 △586,511

その他 △1,226,149 △484,941

小計 △2,122,482 △289,827

利息及び配当金の受取額 15,162 13,255

利息の支払額 △30,854 △27,215

分担金の受取額 － 404,714

補償金の受取額 41,292 2,045

収用補償金の受取額 6,514 －

法人税等の支払額 △78,968 △82,241

法人税等の還付額 1,769 800

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,167,566 21,530

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △118,979 △20,617

有形固定資産の売却による収入 258,051 195,341

投資有価証券の取得による支出 △6,274 △6,874

貸付けによる支出 △72,043 △34,626

貸付金の回収による収入 87,206 121,718

関係会社株式の取得による支出 － △1,339,534

敷金及び保証金の差入による支出 △38,287 △42,357

敷金及び保証金の回収による収入 475,988 286,483

長期預り金の返還による支出 △7,936 △7,936

その他 △17,038 △113,322

投資活動によるキャッシュ・フロー 560,686 △961,725

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △305,153 △298,288

自己株式の取得による支出 △48 △47

短期借入金の純増減額（△は減少） － 1,000,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △277,787 △297,503

財務活動によるキャッシュ・フロー △582,990 404,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,189,870 △536,033

現金及び現金同等物の期首残高 3,529,456 1,339,586

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,339,586 ※１ 803,552
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社           6社

 主要な連結子会社名は、大黒屋食品㈱、ポプラ保険サービス㈲であります。

(2）非連結子会社         なし

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社 1社

株式会社ローソン山陰

当連結会計年度より、当社のコンビニエンスストア事業の一部を同社に会社分割（吸収分割）し、その受

取対価として同社の株式を取得したことにより関連会社となったことから、持分法適用の範囲に含めており

ます。

(2）持分法非適用の関連会社

㈲ポート赤碕

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益（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、持

分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

(1）連結子会社の決算日は次のとおりであります。

決算日 会社名

 
１月31日

 
大黒屋食品㈱、ポプラ保険サービス㈲他３社

 
３月31日

 
㈱ＯＲＳ

(2）上記のうち、決算日が１月31日である連結子会社については、決算日の差異が３ヵ月を超えていないた

め、各社の事業年度の財務諸表に基づき連結しております。

　ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については調整を行っております。

　また、㈱ＯＲＳについては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を連結しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

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

②　たな卸資産

商品（店舗）

 売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

商品（商品センター他）

　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

製品

　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料

　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）
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(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（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　27年～38年

器具備品　　　　３年～８年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見積期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

③　リース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れ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。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支払見込額のうち当連結会計年度の負担すべき額を計上しておりま

す。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、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（７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損益処理することと

しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

(6）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からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。ただし、免税事業者に該当するポプラ保険サービス㈲については、税込方

式によっております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に

反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更

を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将

来にわたって適用しております。

なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
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（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

 

(1）概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会

計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際し

て、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金

資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関

する指針について、企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの

枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直

しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審議

会）を適用する際の指針を定めたものであります。

 

（分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し）

・（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

・（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

・（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

・（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関す

る取扱い

・（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

 

(2）適用予定日

平成30年２月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、未定であります。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、金額的重要性が乏

しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取補償金」に表示していた

1,417千円及び「その他」22,839千円は、「その他」24,257千円として組み替えております。
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（連結貸借対照表関係）

※１　加盟店貸勘定は、加盟店との間に発生した債権であります。

 

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年２月29日）

当連結会計年度

（平成29年２月28日）

投資有価証券（株式） 2,000千円 2,153,129千円

 

※３　加盟店買掛金は加盟店が仕入れた商品代金の買掛金残高であります。

 

※４　長期預り金の主なものは加盟店からのものであります。

 

（連結損益計算書関係）

※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

建物及び構築物 39,936千円  4,013千円

器具備品 1,550  3,571

土地 23,387  －

その他 215  73

計 65,090  7,657

 

※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

建物及び構築物 －千円  26,041千円

その他 66  13

計 66  26,054

 

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

建物及び構築物 515千円  101,362千円

器具備品 1,297  5,649

リース資産 －  9,977

その他 237  60

計 2,050  117,050
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※４　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

用途 種類 場所 減損損失等

店舗
建物及び構築物、器具備品等

中国 88,380千円

関西 2,927千円

関東 18,508千円

九州 11,014千円

店舗以外 関東・関西 475千円

計 － － 121,305千円

　当社グループは、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資産のグルーピ

ングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が

予想される店舗につき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（121,305千円）とし

ております。その内訳は下記のとおりです。

建物及び構築物 100,093千円

器具備品 8,496千円

その他 12,716千円

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値または正味売却価額により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・フローを3.08％で割り引いて算定し、正味売却価額は、売却予定があ

るものはその予定価額、それ以外のもののうち土地については固定資産税評価額等を基に算定した金

額、その他売却予定がないものに関しては備忘価額としております。

 

当連結会計年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

用途 種類 場所 減損損失等

店舗
建物及び構築物、器具備品等

中国 29,472千円

関西 8,788千円

関東 6,758千円

九州 10,721千円

北陸 368千円

店舗以外 関西 3,129千円

計 － － 59,239千円

　当社グループは、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資産のグルーピ

ングを行っております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループおよび閉店が

予想される店舗につき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（59,239千円）として

おります。その内訳は下記のとおりです。

建物及び構築物 44,568千円

器具備品 10,552千円

その他 4,119千円

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値または正味売却価額により測定しております。使用

価値については割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引計算を行っておりません。

また、正味売却価額は、売却予定があるものはその予定価額、それ以外のもののうち土地については固

定資産税評価額等を基に算定した金額、その他売却予定がないものに関しては備忘価額としておりま

す。
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 3,484千円 33,902千円

組替調整額 － －

税効果調整前 3,484 33,902

税効果額 6,391 △7,656

その他有価証券評価差額金 9,876 26,246

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 25,191 30,472

組替調整額 22,077 13,739

税効果調整前 47,269 44,211

税効果額 △702 △714

退職給付に係る調整額 46,567 43,497

その他の包括利益合計 56,444 69,744

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28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

 
当連結会計年度期首
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 9,905,822 － － 9,905,822

合計 9,905,822 － － 9,905,822

自己株式     

普通株式（注） 71 90 － 161

合計 71 90 － 161

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加90株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成28年３月１日　至　平成29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

 
当連結会計年度期首
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 9,905,822 － － 9,905,822

合計 9,905,822 － － 9,905,822

自己株式     

普通株式（注） 161 94 － 255

合計 161 94 － 255

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加94株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 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

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

現金及び預金勘定 1,339,586千円 803,552千円

現金及び現金同等物 1,339,586 803,552

 

２ 重要な非資金取引の内容

新たに計上した資産除去債務の額

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

資産除去債務の額 26,005千円 24,454千円
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（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（ア）有形固定資産

　主にコンビニエンスストア事業における店舗什器（器具備品）、お弁当製造機器（機械装置）で

あります。

（イ）無形固定資産

　ソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　（2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前

の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、その内容は次

のとおりであります。

 

(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

前連結会計年度（平成28年２月29日）及び当連結会計年度（平成29年２月28日）

　該当事項はありません。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額

前連結会計年度（平成28年２月29日）及び当連結会計年度（平成29年２月28日）

　該当事項はありません。

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

支払リース料 5,030 －

リース資産減損勘定の取崩額 － －

減価償却費相当額 4,576 －

支払利息相当額 56 －

 

(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。

 

(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。
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２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（平成28年２月29日）
当連結会計年度

（平成29年２月28日）

１年内 18,336 13,382

１年超 82,469 59,709

合計 100,805 73,091

 

（貸主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（平成28年２月29日）
当連結会計年度

（平成29年２月28日）

１年内 7,936 7,936

１年超 34,104 26,167

合計 42,041 34,104

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成28年２月29日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 510,777 140,821 369,956

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 510,777 140,821 369,956

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 510,777 140,821 369,956

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 92,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（平成29年２月28日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 551,555 147,695 403,859

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 551,555 147,695 403,859

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 551,555 147,695 403,859

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 2,243,129千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）及び当連結会計年度（自　平成28年３

月１日　至　平成29年２月28日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度、前払退職金制度および確定給付型の制度として、退職一時金

制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

退職給付債務の期首残高 507,013千円 552,314千円

会計方針の変更による累積的影響額 41,458 －

会計方針の変更を反映した期首残高 548,472 552,314

勤務費用 39,666 35,654

利息費用 4,212 4,241

数理計算上の差異の発生額 △25,191 △30,472

退職給付の支払額 △14,844 △18,183

退職給付債務の期末残高 552,314 543,555

 

(2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当連結会計年度

(平成29年２月28日)

非積立型制度の退職給付債務 552,314千円 543,555千円

連結貸借対照表に計上された負債 552,314 543,555

   

退職給付に係る負債 552,314 543,555

連結貸借対照表に計上された負債 552,314 543,555
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(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

勤務費用 39,666千円 35,654千円

利息費用 4,212 4,241

数理計算上の差異の費用処理額 22,077 13,739

確定給付制度に係る退職給付費用 65,956 53,635

 

(4）退職給付に係る調整額

　　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

数理計算上の差異 47,269千円 44,211千円

合計 47,269 44,211

 

(5）退職給付に係る調整累計額

　　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当連結会計年度

(平成29年２月28日)

未認識数理計算上の差異 △27,046千円 17,165千円

合計 △27,046 17,165

 

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

　主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当連結会計年度

(平成29年２月28日)

割引率 0.8％ 0.8％

 

３．確定拠出制度及び前払退職金制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度45,648千円、当連結会計年度

39,210千円、従業員へ前払退職金として支給した金額は、前連結会計年度6,619千円、当連結会計年度

6,283千円であります。
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（企業結合等関係）

事業分離

１．事業分離の概要

(1）分離先企業の名称

株式会社ローソン山陰

(2）分離した事業の内容

コンビニエンスストア事業に関する権利義務の一部

(3）事業分離を行った主な理由

山陰地域では少子高齢化が加速しており、鳥取県や島根県では平成32年までに人口減少が５％程度進

むと予想されています。購買力の流出にともない、地元小売業においては個社個別の物流・配送網の非

効率性が増大し、店舗撤退が顕著になってきています。このため、山陰地域の地域生活インフラとして

コンビニエンスストアに対する社会的要請が高まっています。

このような背景のもと、当社と株式会社ローソン（以下、「ローソン」といいます。）は、両社の共

同出資による株式会社ローソン山陰（以下、「ローソン山陰」といいます。）を設立し、平成28年11月

より、山陰エリアでポプラ店舗を運営している加盟店及び直営店のうち、「ローソン・ポプラ」へのブ

ランド移行を実施する店舗と、ローソン鳥取支店・島根支店が運営するローソン店舗を併せて運営する

エリアフランチャイズ事業を開始いたしました。両社が持つ店舗インフラ・配送インフラの段階的な共

通化を促進し、さらにスケールの効いた効率性の高い店舗運営体制を整えます。

(4）事業分離日

平成28年11月１日

(5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

当社を分割会社とし、ローソン山陰を承継会社とする吸収分割

 

２．実施した会計処理の概要

(1）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産  1,327百万円

(2）会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、会計処理を行っ

ております。

当該処理により認識する持分変動利益の額

持分変動利益  844百万円

 

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

コンビニエンスストア事業

 

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

 累計期間

売上高 1,536百万円

営業利益 28

 

EDINET提出書類

株式会社ポプラ(E03312)

有価証券届出書（組込方式）

33/42



（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　店舗等の不動産賃貸借契約及び事業用借地権設定契約に伴う原状回復義務であります。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から１年～47年と見積り、割引率は△0.3％～2.23％を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

なお、当連結会計年度末において、資産の除却時点において必要とされる除却費用が増減することが明

らかになったことから、見積りの変更を行っており、それに伴う増減額1,789千円を変更前の資産除去債

務残高に加減算しております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

期首残高 798,474千円 774,998千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 10,050 14,616

時の経過による調整額 8,830 8,049

資産除去債務の履行による減少額 △49,195 △159,369

見積りの変更による増減額 6,839 1,789

期末残高 774,998 640,083
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（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

前連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

　当社グループは、「コンビニエンスストア事業」（付帯事業としての「食品製造卸事業」を含む）を主

とし、「ドラッグストア事業」「飲食事業」「保険代理店事業」及びローソン・ポプラ店舗の運営を行っ

ております。

「コンビニエンスストア事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が

乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）

　当社グループは、「コンビニエンスストア事業」（付帯事業としての「食品製造卸事業」を含む）を主

とし、「ドラッグストア事業」「飲食事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「コンビニエンスストア事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が

乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）及び当連結会計年度（自 平成28年３月

１日 至 平成29年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項

はありません。

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）及び当連結会計年度（自 平成28年３月

１日 至 平成29年２月28日）

当社グループは、コンビニエンスストア事業を単一の報告セグメントとしているため、記載を省略してお

ります。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）及び当連結会計年度（自 平成28年３月

１日 至 平成29年２月28日）

該当事項はありません。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）及び当連結会計年度（自 平成28年３月

１日 至 平成29年２月28日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日)

１株当たり純資産額 292.11円 328.34円

１株当たり当期純利益金額 6.08円 29.20円

　（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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末

（平成28年２月29日）
当連結会計年度末

（平成29年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 2,893,494 3,252,386

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,893,494 3,252,386

１株当たり純資産の額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
9,905,661 9,905,567

３．１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。

 
前連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日）

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（千円）
60,250 289,195

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額（千円）
60,250 289,195

普通株主の期中平均株式数（株） 9,905,701 9,905,643

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

金融商品、デリバティブ取引、ストック・オプション等、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する

注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第41期）

自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日

平成28年５月26日
中国財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第42期第３四半期）
自　平成28年９月１日
至　平成28年11月30日

平成29年１月13日
中国財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

   平成28年５月20日

株式会社ポプラ    

 

 取　締　役　会 御　中 

 

 優 成 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 本間　洋一　　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 柴田　直子　　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ポプラの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ポプラ及び連結子会社の平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ポプラの平成28年２

月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ポプラが平成28年２月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社ポプラ(E03312)

有価証券届出書（組込方式）

40/42



 

独立監査人の監査報告書

 

   平成28年５月20日

株式会社ポプラ    

 

 取　締　役　会 御　中 

 

 優 成 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 本間　洋一　　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 柴田　直子　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ポプラの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ポプラの平成28年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   平成29年１月12日

株式会社ポプラ    

 

 取　締　役　会 御　中 

 

 優 成 監 査 法 人 

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 陶江　 徹　　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 柴田　直子　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ポプラ
の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年９月１日から平成28
年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポプラ及び連結子会社の平成28年11月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な
点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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