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2008年４月24日 

各位 

会 社 名 イオン株式会社 

代 表 者 取締役兼代表執行役社長      岡田元也 

（コード番号 8267） 

問合せ先 常務執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当  堤 唯見 

電話番号 （043）212-6042 

 

（訂正）「2008年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

2008年４月７日に発表いたしました「2008年２月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありましたので、

下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正内容】※訂正箇所には下線を付しております。 

 

（決算短信） 
１．2008年２月の連結業績（2007年２月21日～2008年２月20日） 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 １ページ 
訂正前（誤） 
 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 

2008年２月期 201,978  △295,471  △139,007  159,744  

 

訂正後（正） 
 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 

2008年２月期 200,050  △291,283  △141,266  159,744  

 

 

（定性的情報・財務諸表等） 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

＜連結資産・負債・キャッシュフローの状況＞ ９ページ 

 
区   分 

2008年2月期 
（当期） 

  訂正後（正）訂正前（誤）

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 159,744 159,744

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 200,050 201,978

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △291,283 △295,471

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △141,266 △139,007
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（当連結会計期間のキャッシュ・フローの状況） ９、10 ページ 

（訂正前）（誤） 

〈営業活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前当期純利益、法人税等の支払い等の結果、2,019 億

78 百万円の収入となりました。前期に比べて、金融子会社の営業債権の増加が減少したこと等により、

603 億 34 百万円増加しました。 

〈投資活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・有形固定資産の取得や投資有価証券の取得による支出等により、2,954億 71百万円の支出となりました。

前期に比べて、投資有価証券の取得による支出は増加しましたが、連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得に伴う支出が減少したため、支出額は 687 億 76 百万円減少しました。 

〈財務活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・長期借入金の返済、社債の償還、自己株式の取得等により 1,390 億７百万円の支出となりました。前期

に比べて、長期借入による収入や株式の発行による収入がそれぞれ減少したこと等により、前期は 3,143

億 48 百万円の収入でしたが当期は支出に転じました。 

 

（訂正後）（正） 

〈営業活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前当期純利益、法人税等の支払い等の結果、2,000 億

50 百万円の収入となりました。前期に比べて、金融子会社の営業債権の増加が減少したこと等により、

584 億５百万円増加しました。 

〈投資活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・有形固定資産の取得や投資有価証券の取得による支出等により、2,912億 83百万円の支出となりました。

前期に比べて、投資有価証券の取得による支出は増加しましたが、連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得に伴う支出が減少したため、支出額は 729 億 64 百万円減少しました。 

〈財務活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・長期借入金の返済、社債の償還、自己株式の取得等により 1,412 億 66 百万円の支出となりました。前期

に比べて、長期借入による収入や株式の発行による収入がそれぞれ減少したこと等により、前期は 3,143

億 48 百万円の収入でしたが当期は支出に転じました。 
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連結キャッシュ・フロー計算書  23、 24 ページ  
 

当連結会計年度 

  自 2007 年２月 21 日 

至 2008 年２月 20 日 

区分 金額(百万円) 

   訂正後（正） 訂正前（誤） 

Ⅰ 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  124,575 124,575

 減価償却費  134,457 134,457

 のれん償却額  8,346 8,346

 負ののれん償却額  △11,226 △11,226

 連結調整勘定償却額  ― ―

 貸倒引当金の増加額  40,257 40,595

 利息返還損失引当金の増加額  1,551 7

 賞与引当金の増加額  3,699 3,699

 退職給付引当金の増加額  3,674 3,674

 閉店損失引当金の増加又は減少(△)額  1,123 1,123

 受取利息及び受取配当金  △5,461 △5,461

 支払利息  12,774 12,774

 為替差損又は為替差益(△)  622 622

 持分法による投資損失  548 548

 固定資産売却益  △4,979 △4,979

 固定資産売除却損  5,830 5,830

 減損損失  46,339 46,339

 持分変動利益  △4,805 △4,805

 有価証券及び投資有価証券売却損益  △8,648 △8,648

 投資有価証券評価損  13,699

 売上債権の増加額  △44,140 △40,290

 たな卸資産の増加(△)額  △17,314 △17,314

 営業貸付金の増加額  △44,311 △44,311

 仕入債務の増加額  42,583 42,583

 その他の資産及び負債の増減額  △12,903 △14,105

 その他  1,006 15,095

    小計  287,300 289,131

 利息及び配当金の受取額  4,942 4,942

 利息の支払額  △12,425 △12,425

 法人税等の支払額  △79,766 △79,669

 営業活動によるキャッシュ・フロー  200,050 201,978
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当連結会計年度 

  自 2007 年２月 21 日 

至 2008 年２月 20 日 

区分 金額(百万円) 

   訂正後（正） 訂正前（誤） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  △6,685 △6,685

 有価証券の売却による収入  4,893 4,893

 有形固定資産等の取得による支出  △270,505 △270,505

 有形固定資産等の売却による収入  50,759 50,759

 投資有価証券の取得による支出  △97,930 △97,930

 投資有価証券の売却による収入  11,028 11,028

 優先出資証券及び国債の償還による収入  8,000 5,000

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △9,517 △9,517

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 8,068 8,180

 差入保証金の差入れによる支出  △25,716 △25,716

 差入保証金の返還による収入  28,502 28,502

 預り保証金の預りによる収入  25,184 25,184

 預り保証金の返還による支出  △17,066 △17,066

 その他  △298 △1,598

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △291,283 △295,471

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 

純減少(△)額 
 △2,464 △2,464

 長期借入れによる収入  118,343 118,343

 長期借入金の返済による支出  △147,408 △147,408

 社債の発行による収入  25,134 25,134

 社債の償還による支出  △45,950 △45,950

 株式の発行による収入  526 526

 更生債権等の弁済額  △2,807 △548

 自己株式の取得による支出  △60,687 △60,687

 少数株主への株式発行による収入  2,398 2,398

 少数株主からの株式の買戻しによる支出  △1,427 △1,427

 配当金の支払額  △11,994 △11,994

 少数株主への配当金の支払額  △9,539 △9,539

 その他  △5,388 △5,388

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △141,266 △139,007

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  9,898 9,898

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少(△) 又は増加額  △222,601 △222,601

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  382,851 382,851

Ⅶ 
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物期首残

高の減少(△)又は増加額 
 △504 △504

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  159,744 159,744
  

以上 


