
 

2008 年 5 月 15 日 

各      位 

会 社 名  イオン北海道株式会社 

代表者名  代表取締役社長 植村 忠規 

（コード番号 7512 東証第一部・札証） 

問合せ先  取締役 
経営管理本部長 天廣 俊彦 

（TEL．011－865－9405） 

 

（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」について一部訂正がありました

のでお知らせいたします。なお、訂正個所には下線を付しております。 

 

記 

（訂正個所 10 ページ） 

４．連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

【 訂正前 】

前連結会計年度
（2007年 2月28日）

当連結会計年度
（2008年 2月29日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（ 省略 ）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 1,141 790 △ 351

(2) 長期貸付金 2,150 - △ 2,150

(3) 信託建物 ※２ 4,013 3,819 △ 194

(4) 信託土地 ※２ 4,114 4,114 -

(5) 長期債権 ※３ 5,456 - △ 5,456

(6) 長期差入保証金 ※４ 19,268 24,308 5,040

(7) 前払年金費用 254 224 △ 30

(8) 繰延税金資産 76 668 591

(9) その他 605 401 △ 203

貸倒引当金 △ 8,694 28,387 38.2 △ 7,775 26,551 27.5 919 △ 1,835

固定資産合計 53,597 72.1 65,730 68.1 12,132

資産合計 74,309 100.0 96,571 100.0 22,262

 



４．連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

【 訂正後 】

前連結会計年度
（2007年 2月28日）

当連結会計年度
（2008年 2月29日）

比較増減

区分 注記
番号

金額（百万円） 構成比
（％）

金額（百万円） 構成比
（％）

金額（百万円）

（ 省略 ）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 1,141 790 △ 351

(2) 長期貸付金 2,150 - △ 2,150

(3) 信託建物 ※２ 4,013 3,819 △ 194

(4) 信託土地 ※２ 4,114 4,114 -

(5) 長期債権 ※３ 5,456 - △ 5,456

(6) 長期差入保証金 ※４ 19,268 24,308 5,040

(7) 前払年金費用 254 224 △ 30

(8) 繰延税金資産 76 668 591

(9) その他 ※４ 605 401 △ 203

貸倒引当金 △ 8,694 28,387 38.2 △ 7,775 26,551 27.5 919 △ 1,835

固定資産合計 53,597 72.1 65,730 68.1 12,132

資産合計 74,309 100.0 96,571 100.0 22,262

 

 

 

（訂正個所 24 ページ） 

（8）連結財務諸表に関する注記事項 

（ 連結貸借対照表関係 ） 

   【 訂正前 】 

前連結会計年度 

（2007年 2月28日） 
当連結会計年度 

（2008年 2月29日） 
（省略） 
 
※４．長期差入保証金には、連結貸借対照表注記３． 

に記載されている会社に対する敷金が、下記のと 
おり含まれております。 

                                  百万円 
      株式会社小樽ベイシティ開発    2,454 
      東栄株式会社                  1,134 
 
 各社の民事再生手続等の結果次第では、その一部 
 が返済されない可能性があります。 

（省略） 
 
※４．  

 



（8）連結財務諸表に関する注記事項 

（ 連結貸借対照表関係 ） 

   【 訂正後 】 

前連結会計年度 

（2007年 2月28日） 
当連結会計年度 

（2008年 2月29日） 
（省略） 
 
※４．長期差入保証金には、連結貸借対照表注記３． 

に記載されている会社に対する敷金が、下記のと 
おり含まれております。 

                                  百万円 
      株式会社小樽ベイシティ開発    2,454 
      東栄株式会社                  1,134 
 
 各社の民事再生手続等の結果次第では、その一部 
 が返済されない可能性があります。 

（省略） 
 
※４．長期差入保証金及びその他には、財務諸表等

規則第32条第１項第10号にいう「破産更生債権
等」が、長期差入保証金に7,066百万円、その他
に1百万円それぞれ含まれております。  

 

（訂正個所 36 ページ） 

５．個別財務諸表
(1) 貸借対照表

【 訂正前 】

前事業年度
（2007年 2月28日）

当事業年度
（2008年 2月29日）

比較増減

区分
注記
番号 金額（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

（省略）

３. 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 1,141 790 △ 351

(2) 関係会社株式 ※１ 1 1 -

(3) 出資金 39 0 △ 39

(4) 関係会社出資金 2,986 3,241 254

(5) 長期貸付金 2,150 - △ 2,150

(6) 関係会社長期貸付金 1,106 - △ 1,106

(7) 長期前払費用 329 222 △ 107

(8) 前払年金費用 254 224 △ 30

(9) 繰延税金資産 - 601 601

(10) 長期債権 ※２ 5,456 - △ 5,456

(11) 長期差入保証金 ※３ 19,268 24,308 5,040

(12) その他 206 177 △ 29

貸倒引当金 △ 8,696 △ 7,775 921

投資その他の資産合計 24,245 35.0 21,792 23.7 △ 2,453

固定資産合計 49,455 71.4 60,970 66.4 11,514

資産合計 69,287 100.0 91,828 100.0 22,541

 



５．個別財務諸表
(1) 貸借対照表

【 訂正後 】

前事業年度
（2007年 2月28日）

当事業年度
（2008年 2月29日）

比較増減

区分
注記
番号 金額（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

構成比
（％） 金額（百万円）

（省略）

３. 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 1,141 790 △ 351

(2) 関係会社株式 ※１ 1 1 -

(3) 出資金 39 0 △ 39

(4) 関係会社出資金 2,986 3,241 254

(5) 長期貸付金 2,150 - △ 2,150

(6) 関係会社長期貸付金 1,106 - △ 1,106

(7) 長期前払費用 329 222 △ 107

(8) 前払年金費用 254 224 △ 30

(9) 繰延税金資産 - 601 601

(10) 長期債権 ※２ 5,456 - △ 5,456

(11) 長期差入保証金 ※３ 19,268 24,308 5,040

(12) その他 ※３ 206 177 △ 29

貸倒引当金 △ 8,696 △ 7,775 921

投資その他の資産合計 24,245 35.0 21,792 23.7 △ 2,453

固定資産合計 49,455 71.4 60,970 66.4 11,514

資産合計 69,287 100.0 91,828 100.0 22,541

 

 

（訂正個所 50 ページ） 

（7）個別財務諸表に関する注記事項 

（ 貸借対照表関係 ） 

   【 訂正前 】 

前事業年度 

（2007年 2月28日） 
当事業年度 

（2008年 2月29日） 
（省略） 
 
※３．長期差入保証金には、連結貸借対照表注記３． 

に記載されている会社に対する敷金が、下記のと 
おり含まれております。 

                                  百万円 
      株式会社小樽ベイシティ開発    2,454 
      東栄株式会社                  1,134 
 
 各社の民事再生手続等の結果次第では、その一部 
 が返済されない可能性があります。 

（省略） 
 
※３．  

 



 

（7）個別財務諸表に関する注記事項 

（ 貸借対照表関係 ） 

   【 訂正後 】 

前事業年度 

（2007年 2月28日） 
当事業年度 

（2008年 2月29日） 
（省略） 
 
※３．長期差入保証金には、連結貸借対照表注記３． 

に記載されている会社に対する敷金が、下記のと 
おり含まれております。 

                                  百万円 
      株式会社小樽ベイシティ開発    2,454 
      東栄株式会社                  1,134 
 
 各社の民事再生手続等の結果次第では、その一部 
 が返済されない可能性があります。 

（省略） 
 
※３．長期差入保証金及びその他には、財務諸表等

規則第32条第１項第10号にいう「破産更生債権
等」が、長期差入保証金に7,066百万円、その他
に1百万円それぞれ含まれております。  

 

 

以 上 


