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1.  21年2月期の業績（平成20年2月21日～平成21年2月20日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 268,961 11.9 471 △51.7 379 △56.9 4 △99.2

20年2月期 240,361 14.3 974 17.9 879 2.9 491 129.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 0.22 0.22 0.0 0.3 0.2
20年2月期 28.34 ― 2.6 0.8 0.4

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年2月期 120,764 17,639 14.6 939.59
20年2月期 118,642 18,567 15.7 989.40

（参考） 自己資本  21年2月期  17,631百万円 20年2月期  18,567百万円

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

21年2月期 3,197 △8,874 5,209 3,397
20年2月期 5,344 499 △6,344 3,864

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 187 35.3 0.9
21年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 131 3,181.8 0.7

22年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 78.3

3.  22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間 130,500 △2.2 △480 ― △640 ― △520 ― △27.68

通期 263,000 △2.2 1,100 133.4 800 111.1 240 ― 12.77
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 18,787,619株 20年2月期 18,787,619株

② 期末自己株式数 21年2月期 22,627株 20年2月期 21,168株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。上記予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照してく
ださい。 
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当期におけるわが国の経済は、世界的な景気後退により企業収益が悪化、九州においてもこれまで

牽引役であった自動車や半導体の生産が減産に向かうなど、環境悪化に拍車がかかりました。   

 また、個人消費においては、中間期までの生活必需品の価格高騰や景気の不透明感、下半期は、特

に秋口以降の雇用・所得環境の大幅悪化により消費マインドはさらに冷え込み、当社を取り巻く環境

は厳しさを増してまいりました。 

 このような環境の下、当社は生活応援の一環としてイオンのプライベートブランド「トップバリ

ュ」の展開や、生活必需品をお求め易い価格でご提供する取り組みに加え、地域の優れた産品を豊富

に品揃えする地産地消を継続的に行ってまいりました。 

 また、お買物の利便性向上に向け、電子マネー「ＷＡＯＮ」の導入を行ってまいりました。 

 売上高は、お客さまの節約志向と買い控えが進む中で、食料品が堅調に推移したものの、衣料品や

住居余暇商品の売上が伸び悩み、会社合計の売上高既存比は、99.4%と前期を下回りました。 

 売上総利益率は、食料品や住居余暇商品などで前期より改善ができたものの、売上総利益率の高い

衣料品の売上が伸び悩んだことにより、会社合計では、前期と同率となりました。 

 経費面では、本社のスリム化や業務の効率化、設備投資の見直しや省エネの徹底等、削減のための

一段の努力を行ってまいりました。 

 この結果、当期の営業収益は2,689億61百万円（対前期比111.9％）、営業利益は４億71百万円(対前

期比48.3％)、経常利益は３億79百万円(対前期比43.1％)、当期純利益は４百万円（対前期比0.8％）

となりました。 

〔ＧＭＳ事業〕  

 食料品では、名物催事となった火曜市や感謝デーをさらに強化するとともに、トップバリュの拡販や

「生活応援特価」、「がんばろう日本！とことん価格」など、お買い得価格で商品をご提供する取り組

みを継続してまいりました。その結果、既存店売上高は前期比104.9％と伸長いたしました。 

 衣料品では、靴・鞄・服飾・ホビー等の非アパレルや紳士スーツ・紳士服飾等が堅調に推移したもの

の、衣料品全般でお客さまの買い控えの影響を強く受け、既存店売上高は前期比94.2％となりました。

 住居余暇商品では、上半期まではガソリン価格高騰による自転車関連商材やオリンピック効果による

薄型テレビの需要で好調に推移したものの、年度後半の急速な景気後退により家電・寝具関連を中心に

伸び悩み、既存店売上高は前期比96.9％となりました。 

 新店は、2008年12月に「イオンモール筑紫野」（福岡県筑紫野市）の核店舗として、ジャスコ筑紫野

店を開店しました。 

 既存店では、お客さまのニーズや環境の変化に対応するために、ジャスコ福岡東店・ジャスコパーク

プレイス大分店等５店舗の改装活性化を実施いたしました。 

 この結果、ＧＭＳ事業の売上高は2,085億14百万円（対前期比112.2％）、売上既存店比は99.9％とな

りました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 業績全般の状況 

② 事業の種類別状況 
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〔ＳｕＣ・ＨＣ事業〕  

 ホームセンター店舗では、高齢化社会への対応の取り組みとして強化したペット関連や園芸用品等が

順調に推移したものの、建築基準法の改正に加え景気後退による住宅着工件数の減少の影響を受けＤＩ

Ｙ用品等が伸び悩みました。 

 新店は、2008年８月にホームワイド時津店（長崎県西彼杵郡）と、同年10月にホームワイド御船店

（熊本県上益城郡）を開店いたしました。 

 また、店舗運営の効率化のために2008年３月にホームワイド野津店、６月にワイドマート別府店を閉

店いたしました。 

 スーパーセンター店舗では、火曜市の強化による平日の集客力の向上に努めるとともに、衣料品にお

いてＧＭＳ事業のノウハウを活用した商品システムの変更や品揃えの見直しによる利益改善に取り組ん

でまいりました。 

 新店は2008年４月にイオンスーパーセンター大木店（福岡県三潴郡）を開店いたしました。 

 この結果、ＳｕＣ・ＨＣ事業の売上高は439億84百万円(対前期比107.6％)、既存店売上高は前期比

97.0％となりました。 

※ＧＭＳ・・総合スーパー、ＳｕＣ・・スーパーセンター、ＨＣ・・ホームセンター 

景気低迷の長期化や雇用不安に伴う生活防衛行動のいっそうの高まりから個人消費は容易に回復せ

ず、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しくなるものと思われます。 

 かかる状況の中、当社は安定的に成長を遂げるために、次期を経営基盤強化の年度と位置づけ、次

の３つの重点課題に取り組んでまいります。 

イオンのＰＢであるトップバリュの拡大を柱とする商品力の強化、継続した在庫削減、経費コン

トロールの強化によるコスト構造の変革等により、収益力の向上と競争に勝ち抜く経営体質への転

換を図ってまいります。 

 また、電子マネー「ＷＡＯＮ」の発行枚数拡大による固定客づくりを進めてまいります。 

 なお、次期につきましては新規出店を行なわず、既存店舗の収益力改善に重点的に取り組むこと

により、今後の安定的な成長の基盤整備を行ってまいります。 

ⅱ 企業体質の強化 

従業員こそ企業基盤を支える重要な柱と位置づけ、現場への技術訓練の強化をはじめとして今後

の経営を担う人材の育成に取り組んでまいります。 

 また、内部統制システムの整備や、コンプライアンス体制の強化により、これまで以上に経営の

透明性を高めてまいります。 

ⅲ エコ経営の推進 

ジャスコ福岡伊都店をはじめ４店舗にソーラーパネルを設置するとともに、エコ商品の拡大やお

買い物袋持参運動など、地域のお客さまと共に地球温暖化防止のための環境対策に取り組んでまい

ります。 

③ 次期の見通し

ⅰ 収益力の強化
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次期の業績見通しにつきましては、営業収益2,630億円（対前期比97.8％）、営業利益11億円（対前

期比233.4％）、経常利益８億円（対前期比211.1％）、当期純利益２億40百万円を予想しております。

当期末における総資産は、前期末よりも21億21百万円増加し、1,207億64百万円となりました。これ

は主に、新店開設による固定資産の増加によるものです。 

 有利子負債は、前期末よりも53億99百万円増加し、466億66百万円となりました。 

当期末の現金及び現金同等物は、期首残高より4億67百万円減少し、33億97百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は31億97百万円となり、前期に比べ21億47百万円の収入減少となりま

した。 

 これは主に、棚卸資産の増加及び仕入債務の減少等の影響により、回転差資金が前期に比べ24億

85百万円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は88億74百万円となり、前期に比べ93億73百万円の支出増加となりま

した。 

 これは主に、新店及び既存店の活性化への投資によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は52億９百万円となり、前期に比べ115億53百万円の収入増加となり

ました。 

 これは主に、フリーキャッシュ・フローが前期より115億19百万円減少し、短期借入金の増減額

が128億90百万円増加したことによるものです 

当社は、中長期的な企業の価値向上と利益配分のバランスの最適化を図ることを重要政策と位置づ

け、株主の皆さまに対する利益配分をさせていただくことを基本方針としております。 

  当期の配当につきましては、当初年間配当10円（期末配当金10円）を予定しておりましたが、３ペー

ジの「業績全般の状況」に記載のとおり、当期純利益は大変低い水準となりました。 

  また、当社を取り巻く環境は今後も大変厳しく推移すると予想しており、誠に遺憾ながら３円減配の

７円とさせていただきます。 

  株主の皆さまには深くお詫び申し上げるとともに、更なる経営改革を実施し、今後の業績回復に向け

た努力を行ってまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  次期の配当につきましては、年間配当10円（期末配当金10円）を予定しております。 

  なお、当社は「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行う

ことができる」旨を定款に定めております。 

(2) 財政状態に関する分析

① 当期末の資産・負債の状況

② 当期のキャッシュ・フローの状況

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社は、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの理

念のもと、企業市民としての社会的責任を果たすため、環境保全・社会貢献活動を積極的に推進してお

ります。 

2008年３月に策定した「イオン温暖化防止宣言」に基づき、2012年度にCO2総排出量を2006年度対比

で30％削減するために、「店舗」「商品」「お客さま」の３つの観点からCO2削減の様々な施策を推進

しております。 

・「店舗」においては、エコストアの開発を進めるとともに、エコストアで得られた省エネ機器や

ノウハウの既存店への導入を推進しております。 

・「商品」においては、商品包装資材の素材の変更や軽量化を進めるとともに、商品物流に関して

のCO2削減に努めております。 

・「お客さまとともに」進める取り組みとしては、「イオンふるさとの森づくり」植樹活動とし

て、新店２店舗で植樹祭を行い、九州地区における植樹本数は66万本を超えました。また、お客

さまとともに店頭リサイクル回収の更なる拡大、買物袋持参運動の推進に取り組んでおります。

2008年11月から、レジ袋をご辞退されたお客さまへのインセンティブをレジにて「お買上金額か

ら２円引き」に変更し、買物袋持参率が向上いたしました。 

② 社会貢献活動  

・2008年は、イオンの前身のひとつである「岡田屋」の創業から数えて250周年にあたり、地域の

皆さまへの感謝の気持ちを込め、日本縦断「イオン・クリーンキャンペーン」を実施いたしまし

た。九州地区では８会場で、地域のお客さま6,208名のご参加をいただき122千リットルのゴミを

回収いたしました。 

・毎月11日を「イオン・デー」とし、全店及び本部周辺の清掃活動や、地域のボランティア団体支

援としてレシート金額の１％を還元する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を継続

実施しております。2008年度のレシート合計金額は約8億18百万円となりました。その１％にあ

たる物品を901団体に還元させていただきます。 

・「イオン社会福祉基金」「イオン九州社会貢献基金」を通じ、45店舗において58の福祉施設への

ボランティア給付を実施し、クリスマスパーティや餅つき大会の支援を行いました。 

・ペットボトルのキャップを店頭にて回収し、そのリサイクルの対価で、認定ＮＰＯ法人「世界の

子どもにワクチンを 日本委員会（ＪＣＶ）」を通じて世界の途上国の子どもたちにワクチンを

贈る活動を展開しております。取り組み開始以来これまでに、地域の皆さまのご協力をいただ

き、約６万人分のワクチンに相当するキャップを集めることができました。 

・店舗所在地域を中心に地方自治体との「災害時における物資等の供給に関する協定書」の締結を

進めております。これは被災された方々のライフラインを確保し、緊急避難場所として駐車場等

の店舗施設を提供するもので、これまでに６県15市10町１区と締結いたしました。また、2008年

4月には鹿児島県と「かごしま環境パートナーズ協定」を締結、10月には筑紫野市と「地域貢献

協定」を締結いたしました。 

(4) 環境・社会貢献活動の取り組み

① 地球温暖化防止活動
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２．企業集団の状況 

 

当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする企業集団イオングループに属し、九州地区に

おけるグループの中核企業として、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核とした総

合小売業を営んでおります。 

また、イオングループ各社とは、商品の仕入、店舗の賃借、当社店舗内へのテナント入店等の取

引を行っております。 

これらの関連を概要図で示すと以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）イオン株式会社はイオンリテール株式会社へ事業承継し、2008 年８月 21 日付で純粋持株会社へ移

行いたしました。 

店舗の賃貸

店舗内ATM設
置

商 品 の 販 売

お 客 さ ま

〔商品機能等〕
イオントップバリュ㈱

イオン商品調達㈱
イオングローバルSCM㈱

〔ＧＭＳ事業〕
イオンリテール㈱

商品の仕入
店舗の賃借等

商品の仕入
物流ｼｽﾃﾑの利
用

店舗の賃借

〔親会社〕           イ   オ   ン   ㈱

〔スーパーマーケット事業〕
マックスバリュ九州㈱

〔総合金融事業〕
イオンクレジットサービス㈱

㈱イオン銀行

ｸﾚｼﾞｯﾄ販売
代金の債権
譲渡

〔ディベッロパー事業〕
イオンモール㈱

〔専門店事業〕
㈱コックス

㈱ブルーグラス
㈱未来屋書店

               他

店舗内出店

〔サービス事業〕
イオンディライト㈱

チェルト㈱
㈱イオンファンタジー
㈱イオンイーハート

                   他

店舗維持管理、店舗資材
購入
店舗内出店

イオングループ

当 社
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当社は、「すべてはお客さまのために」を原点に、「お客さま満足」NO.1の店づくりを通じて、地域

に密着した商品・サービスの提供を行うことにより、お客さまの日々の暮らしの豊かさと地域社会の生

活文化の向上に貢献することを基本方針としております。 

  

当社は、企業本来の収益性をあらわす売上高営業利益率を重要な経営指標と考え、継続的な売上の増

大を図るとともに、売上高営業利益率の向上により、健全な成長に努め企業価値を高めてまいります。

  

当社は九州におけるイオンの中核企業として絶えざる変革を進め、強固な経営基盤の確立と継続的

な成長によりグローバル水準の経営効率を実現し、高収益企業をめざします。  

ⅰ. グローカル経営の推進  

   a）グローバル  

   ・ イオンのグループシナジーやスケールメリットを活用したグローバル経営の推進  

    b）ベストローカル  

   ・ お客さまや地域の特性に対応した店別品揃えの実現  

    ・ 地産地消のさらなる推進  

    ・ より良き企業市民として地域との共生の取り組み実施  

  ⅱ. 成長のための施策  

      ・ ４つの店舗形態（ジャスコ・サティ・ホームワイド・イオンスーパーセンター）の特性 

     を活かし、エリア戦略に基づいた出店を推進  

    ・ 計画的な増床活性化による既存店の価値向上の取り組み  

    ・ ネット事業等新たな事業インフラの開拓  

    ・ 営業力、商品力強化の取り組み  

    ・ コスト構造変革による効率経営の推進  

  ⅲ. 財務体質の強化  

   ・ 営業キャッシュ・フロー創出のための収益力の向上と計画的な商品在庫の圧縮  

    ・ 総資産の圧縮と有利子負債の低減のための多様な資金調達手法の活用  

  ⅳ. 組織・人材力の充実と向上  

    ・ 従業員を「人財」と位置づけ、機会均等と能力主義を推進する人事評価制度の導入と 

     教育訓練体制の充実  

    ・ 少子高齢化社会における労働の量と質の確保のための採用と雇用形態の革新  

    ・ 組織力向上と企業風土醸成のための全従業員への経営理念・行動規範の徹底と中長期 

     目標の共有化  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題

① 長期目標

② 中期経営戦略
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 ⅴ. ＩＴを駆使した効率経営の推進  

    ・ 経営の意思決定の迅速化と店舗営業力強化のための経営管理システムやＭＤ（マーチャ 

     ンダイジング）、営業支援システムの充実  

     ・ 情報の共有化とコミュニケーションの密度を高め、経営の健全性と効率を追求するため 

      の情報通信ネットワークの整備と活用  

  

2009年１月26日にジャスダック証券取引所に開示いたしましたコーポレート・ガバナンスに関する報

告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整理状況」に記載のとおりです。 

  当該資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）  

   http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

(4) 内部管理体制の整備・運用状況
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(2008年２月20日)

当事業年度 

(2009年２月20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)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,864 3,397 △467

 ２ 受取手形 163 133 △29

 ３ 売掛金 615 600 △14

 ４ 商品 27,010 28,433 1,422

 ５ 貯蔵品 108 125 17

 ６ 前払費用 472 416 △55

 ７ 繰延税金資産 620 493 △126

 ８ 未収入金 4,840 5,505 665

 ９ その他 578 626 48

   貸倒引当金 △0 △0 0

  流動資産合計 38,273 32.3 39,734 32.9 1,460

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 61,012 64,873 3,861

    減価償却累計額 △23,985 37,026 △27,249 37,623 △3,263 597

  (2) 構築物 9,730 10,194 464

    減価償却累計額 △5,243 4,486 △5,696 4,498 △452 11

  (3) 機械及び装置 64 64 ─

    減価償却累計額 △1 63 △5 59 △3 △3

  (4) 車両運搬具 58 64 6

    減価償却累計額 △47 11 △51 13 △3 2

  (5) 器具及び備品 11,312 12,398 1,085

    減価償却累計額 △7,173 4,139 △7,983 4,415 △809 276

  (6) 土地 ※１ 6,892 6,928 36

  (7) 建設仮勘定 324 1,098 774

   有形固定資産合計 52,942 44.6 54,637 45.2 1,694

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 3 1 △2

  (2) ソフトウェア 136 88 △47

  (3) 施設利用権 86 79 △6

  (4) 電話加入権 21 21 0

   無形固定資産合計 248 0.2 191 0.2 △57
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前事業年度 

(2008年２月20日)

当事業年度 

(2009年２月20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)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,902 1,643 △1,259

  (2) 長期前払費用 4,956 5,162 205

  (3) 繰延税金資産 1,276 1,914 637

  (4) 差入保証金 ※２ 18,023 17,464 △559

  (5) その他 16 15 △0

  投資その他の資産合計 27,176 22.9 26,200 21.7 △975

  固定資産合計 80,368 67.7 81,030 67.1 661

  資産合計 118,642 100.0 120,764 100.0 2,121
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前事業年度 

(2008年２月20日)

当事業年度 

(2009年２月20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)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 3,320 2,532 △788

 ２ 買掛金 ※３ 26,637 25,665 △971

 ３ 短期借入金 ※１ 15,000 24,700 9,700

 ４ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
※１ 5,466 5,039 △426

 ５ コマーシャル・ペーパー 3,000 - △3,000

 ６ 未払金 3,207 3,302 95

 ７ 未払費用 3,329 3,372 43

 ８ 未払法人税等 169 393 224

 ９ 未払消費税等 364 349 △14

 10 預り金 3,636 3,546 △90

 11 賞与引当金 494 499 4

 12 役員賞与引当金 12 5 △6

 13 閉店損失引当金 5 - △5

 14 設備支払手形 4,675 3,550 △1,124

 15 その他 272 738 466

  流動負債合計 69,589 58.6 73,695 61.0 4,106

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 17,801 16,927 △874

 ２ 長期未払金 123 206 82

 ３ 退職給付引当金 563 663 100

 ４ 預り保証金 11,932 11,563 △369

 ５ その他 64 68 4

  固定負債合計 30,485 25.7 29,428 24.4 △1,056

  負債合計 100,074 84.3 103,124 85.4 3,049
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前事業年度 

(2008年２月20日)

当事業年度 

(2009年２月20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)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １資本金 3,144 2.7 3,144 2.6 -

 ２資本剰余金

   資本準備金 9,192 9,192 -

   資本剰余金合計 9,192 7.7 9,192 7.6 -

 ３利益剰余金

 (1)利益準備金 811 811 -

 (2)その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 132 127 △5

    特別償却積立金 179 148 △30

    別途積立金 4,111 4,111 -

    繰越利益剰余金 △202 △349 △147

  利益剰余金合計 5,033 4.2 4,849 4.0 △183

 ４自己株式 △40 △0.0 △42 △0.0 △1

  株主資本合計 17,330 14.6 17,144 14.2 △185

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 1,237 1.1 486 0.4 △750

  評価・換算差額等合計 1,237 1.1 486 0.4 △750

Ⅲ 新株予約権 - - 8 0.0 8

  純資産合計 18,567 15.7 17,639 14.6 △927

  負債・純資産合計 118,642 100.0 120,764 100.0 2,121

イオン九州㈱ （２６５３） 2009年２月期決算短信（非連結）

13



  

 
  

(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日)

当事業年度 

(自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(百万円)

百分比 

(％)
金額(百万円)

百分比 

(％)
金額(百万円)

Ⅰ 売上高 226,700 100.0 252,498 100.0 25,798

Ⅱ 売上原価

 １ 期首商品たな卸高 21,746 27,010 5,263

 ２ 当期商品仕入高 ※１ 166,800 184,661 17,860

    計 188,546 211,671 23,124

 ３ 他勘定振替高 ※２ △2,825 177 3,003

 ４ 期末商品たな卸高 27,010 164,362 72.5 28,433 183,060 72.5 1,422 18,698

   売上総利益 62,338 27.5 69,438 27.5 7,099

Ⅲ その他営業収入

 １ 不動産賃貸収入 10,876 12,868 1,991

 ２ 販売受入手数料 2,783 13,660 6.0 3,593 16,462 6.5 810 2,801

   営業総利益 75,999 33.5 85,900 34.0 9,901

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 5,221 5,360 139

 ２ 販売諸費 3,226 3,978 752

 ３ 役員報酬 134 137 2

 ４ 給料・賞与 25,149 28,400 3,250

 ５ 賞与引当金繰入額 494 499 4

 ６ 役員賞与引当金繰入額 12 5 △6

 ７ 退職給付費用 516 599 82

 ８ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
3 － △3

 ９ 福利厚生費 3,886 4,658 772

 10 水道光熱費 4,800 5,914 1,113

 11 地代家賃 13,522 15,676 2,153

 12 リース料 1,134 933 △201

 13 修繕維持費 5,350 6,423 1,072

 14 減価償却費 5,979 6,519 539

 15 EDP関連費用 671 873 202

 16 公租公課 1,016 1,186 170

 17 旅費交通費 756 718 △37

 18 事務用消耗品費 901 1,078 176

 19 その他 2,244 75,024 33.1 2,466 85,429 33.8 221 10,405

   営業利益 974 0.4 471 0.2 △503
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前事業年度 

(自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日)

当事業年度 

(自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(百万円)

百分比 

(％)
金額(百万円)

百分比 

(％)
金額(百万円)

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 117 97 △20

 ２ 受取配当金 36 40 3

 ３ テナント退店違約金受入 105 189 84

 ４ 備品等受贈益 23 50 26

 ５ 債務勘定整理益 125 ─ △125

 ６ 補償金受入 22 27 4

 ７ その他 46 478 0.2 69 474 0.2 22 △3

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 455 526 71

 ２ 商品処分損 10 11 0

 ３ その他 107 573 0.2 28 566 0.2 △78 △6

   経常利益 879 0.4 379 0.2 △500

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 99 － △99

 ２ その他 0 99 0.0 － － 0.0 △0 △99

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 ※４ 97 30 △66

 ２ 減損損失 ※６ 533 － △533

 ３ 店舗閉店損失 ※５ 14 3 △11

 ４ 商品処分損 10 － △10

 ５ その他 47 703 0.3 46 80 0.1 △0 △623

   税引前当期純利益   275 0.1 298 0.1 22

   法人税、住民税 

   及び事業税
211 300 89

   法人税等調整額 △427 △215 △0.1 △6 294 0.1 420 510

   当期純利益 491 0.2 4 0.0 △487
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前事業年度(自 2007年２月21日 至 2008年２月20日) 

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

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
合計資本 

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

固定資産
圧縮 
積立金

特別償却
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2007年２月20日残高(百万円) 2,244 9,192 811 138 213 4,111 300 5,575 △37 16,975

事業年度中の変動額

合併による増減 900 △874 △874 25

固定資産圧縮積立金の取崩し △5 5 ─ ─

特別償却積立金の積立て 23 △23 ─ ─

特別償却積立金の取崩し △57 57 ─ ─

剰余金の配当 △158 △158 △158

当期純利益 491 491 491

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
900 ─ ─ △5 △33 ─ △502 △541 △2 355

2008年２月20日残高(百万円) 3,144 9,192 811 132 179 4,111 △202 5,033 △40 17,330

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

2007年２月20日残高(百万円) 2,087 19,062

事業年度中の変動額

合併による増減 △1 24

固定資産圧縮積立金の取崩し ─

特別償却積立金の積立て ─

特別償却積立金の取崩し ─

剰余金の配当 △158

当期純利益 491

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の事業年度 
中の変動額（純額）

△849 △849

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△850 △495

2008年２月20日残高(百万円) 1,237 18,567
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当事業年度(自 2008年２月21日 至 2009年２月20日) 

 
  

 
  

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
合計資本 

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

固定資産
圧縮 
積立金

特別償却
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2008年２月20日残高(百万円) 3,144 9,192 811 132 179 4,111 △202 5,033 △40 17,330

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △187 △187 △187

固定資産圧縮積立金の取崩し △5 5 ─

特別償却積立金の積立て 22 △22 ─

特別償却積立金の取崩し △53 53 ─

当期純利益 4 4 4

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ ─ △5 △30 ─ △147 △183 △1 △185

2009年２月20日残高(百万円) 3,144 9,192 811 127 148 4,111 △349 4,849 △42 17,144

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

2008年２月20日残高(百万円) 1,237 ─ 18,567

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △187

固定資産圧縮積立金の取崩し ─

特別償却積立金の積立て ─

特別償却積立金の取崩し ─

当期純利益 4

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の事業年度 
中の変動額（純額）

△750 8 △742

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△750 8 △927

2009年２月20日残高(百万円) 486 8 17,639
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日)

当事業年度 

(自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 275 298 23

 ２ 減価償却費 5,979 6,519 540

 ３ 減損損失 533 － △533

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △1 △0 1

 ５ 賞与引当金の増減額(減少：△) 84 4 △80

 ６ 役員賞与引当金の増減額（減少：△) 12 △6 △18

 ７ 閉店損失引当金の増減額(減少：△) △17 △5 12

 ８ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 139 100 △39

 ９ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △87 － 87

 10 受取利息及び受取配当金 △154 △137 17

 11 支払利息 455 526 71

 12 固定資産除売却損益（益：△） △1 30 31

 14 売上債権の増減額(増加：△) 491 44 △447

 15 たな卸資産の増減額(増加：△) △2,234 △1,439 795

 16 仕入債務の増減額(減少：△) 1,074 △1,759 △2,833

 17 預り金の増減額(減少：△) △184 △90 94

 18 未収入金の増減額(増加：△) △715 △713 2

 19 その他 460 306 △154

    小計 6,112 3,677 △2,435

 20 利息及び配当金の受取額 80 76 △4

 21 利息の支払額 △454 △516 △62

 22 法人税等の還付額 － 48 48

 23 法人税等の支払額 △393 △88 305

   営業活動によるキャッシュ・フロー 5,344 3,197 △2,147

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △7,595 △8,659 △1064

 ２ 有形固定資産等の売却による収入 6,705 － △6,705

 ３ 差入保証金の差入による支出 △73 △149 △76

 ４ 差入保証金の返還による収入 990 742 △248

 ５ 預り保証金の預りによる収入 1,543 447 △1,096

 ６ 預り保証金の返還による支出 △623 △811 △188

 ７ 長期前払費用の取得による支出 △232 △437 △205

 ８ その他 △217 △6 211

   投資活動によるキャッシュ・フロー 499 △8,874 △9,373

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額(減少：△) △3,190 9,700 12,890

 ２ コマーシャル・ペーパーの増減額 

   (減少：△)
△3,000 △3,000 －

 ３ 長期借入れによる収入 5,800 4,200 △1,600

 ４ 長期借入金の返済による支出 △5,792 △5,501 291

 ５ 自己株式の取得・売却による純支出 △2 △2 0

 ６ 配当金の支払額 △158 △187 △29

   財務活動によるキャッシュ・フロー △6,344 5,209 11,553

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △500 △467 33

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,516 3,864 348

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※2 849 － △849

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,864 3,397 △467
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 最近の有価証券報告書（2008年５月12日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略してお

ります。 

  

  

  

  

(5) 財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(6) 重要な会計処理の変更 

      該当事項はありません。

イオン九州㈱ （２６５３） 2009年２月期決算短信（非連結）

19



  

 
  

  

(7) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(2008年２月20日)

当事業年度 
(2009年２月20日)

 

※１ 担保に供している資産

建物 3,987百万円
土地 3,528

計 7,515

 
 

※１ 担保に供している資産

建物 3,706百万円
土地 3,528

計 7,234

 

上記に対応する債務

短期借入金 3,146百万円

長期借入金
(１年以内返済予定分を
含む)

10,917

計 14,063

上記に対応する債務

短期借入金 3,037百万円

長期借入金
(１年以内返済予定分を
含む)

11,106

計 14,144

※２ 差入保証金

   当社は、建設協力金により建設された店舗の賃借

に係る差入保証金につき、店舗賃貸借契約の一部で

ある金銭消費貸借契約条項に基づく返還請求権を特

別目的会社であるジェイ・ワン アセッツコーポレ

ーションに売却しております。

 当該取引に伴い会計上売却処理した差入保証金

（当事業年度末未償還残高4,157百万円）について

は、原債務者が支払不能等に陥った場合等の特定の

事由が発生した場合、返還請求権を親会社のイオン

株式会社に売り渡す選択権が付与されております。

なお、選択権行使によりイオン株式会社が返還請求

権を買い取った場合には、同社は買い取った返還請

求権を当社に売り渡す選択権を有しております。 

また、ジェイ・ワン アセッツコーポレーション

が選択権を行使した場合に解約することとなるヘッ

ジ目的の金利スワップ契約の解約損益はイオン株式

会社に帰属しますが、イオン株式会社が買い取った

返還請求権を当社に売り渡す選択権を行使した場合

には、当該解約損益は当社に帰属することとなりま

す。

なお、当事業年度末現在の当該金利スワップ契約

の時価評価差損の総額は143百万円であります。

※２ 差入保証金

   当社は、建設協力金により建設された店舗の賃借

に係る差入保証金につき、店舗賃貸借契約の一部で

ある金銭消費貸借契約条項に基づく返還請求権を特

別目的会社であるジェイ・ワン アセッツコーポレ

ーションに売却しております。

 当該取引に伴い会計上売却処理した差入保証金

（当事業年度末未償還残高3,254百万円）について

は、原債務者が支払不能等に陥った場合等の特定の

事由が発生した場合、返還請求権をイオンリテール

株式会社に売り渡す選択権が付与されております。

なお、選択権行使によりイオンリテール株式会社が

返還請求権を買い取った場合には、同社は買い取っ

た返還請求権を当社に売り渡す選択権を有しており

ます。 

また、ジェイ・ワン アセッツコーポレーション

が選択権を行使した場合に解約することとなるヘッ

ジ目的の金利スワップ契約の解約損益はイオンリテ

ール株式会社に帰属しますが、イオンリテール株式

会社が買い取った返還請求権を当社に売り渡す選択

権を行使した場合には、当該解約損益は当社に帰属

することとなります。

なお、当事業年度末現在の当該金利スワップ契約

の時価評価差損の総額は137百万円であります。

※３ 関係会社に係る注記

関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりで

あります。

買掛金 2,820百万円

※３ 関係会社に係る注記

関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりで

あります。

未払金 167百万円

 ４ 偶発債務

有限会社メビウスアルファ（特別目的会社）は、

当社に賃貸する建物の建設資金等を金融機関より借

り入れていますが、当社は、当該金融機関との間

で、当該特別目的会社が支払不能に陥った場合等の

特定の事由が生じた場合には、当該金融機関は、当

該特別目的会社に対する貸付債権の一部（当事業年

度末現在3,498百万円）を当社に売り渡すことがで

きる旨の契約を締結しております。

なお、当該契約により当社が貸付債権を取得した

場合には、当社は当該特別目的会社との建物賃貸借

契約（当事業年度末現在の解約不能期間の未経過リ

ース料5,832百万円）を終了することができます。

   

 ４ 偶発債務

有限会社メビウスアルファ（特別目的会社）は、

当社に賃貸する建物の建設資金等を金融機関より借

り入れていますが、当社は、当該金融機関との間

で、当該特別目的会社が支払不能に陥った場合等の

特定の事由が生じた場合には、当該金融機関は、当

該特別目的会社に対する貸付債権の一部（当事業年

度末現在3,222百万円）を当社に売り渡すことがで

きる旨の契約を締結しております。

なお、当該契約により当社が貸付債権を取得した

場合には、当社は当該特別目的会社との建物賃貸借

契約（当事業年度末現在の解約不能期間の未経過リ

ース料5,073百万円）を終了することができます。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

※１ 関係会社に係る主な取引高
仕入高 13,486百万円

※１ 関係会社に係る主な取引高
仕入高 5,933百万円

 

※２ 他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費
(事務用消耗品費等振替高)

152百万円

営業外費用振替高
(雑損失(商品の盗難・破損等))

10

特別損失振替高 
(その他(商品の廃棄等))

10

合併による受入額 △2,998

合計 △2,825

※３ 固定資産売却益の内訳  
土地 99百万円

 

※２ 他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費
(事務用消耗品費等振替高)

169百万円

営業外費用振替高
(雑損失(商品の盗難・破損等))

8

特別損失振替高
(その他(商品の廃棄等))

─

合計 177

※３               ───

※４ 固定資産除売却損の内訳

建物除却 50百万円

構築物除却 8

器具及び備品除却 13

ソフトウェア除却 15
その他 9

合計 97

※４ 固定資産除売却損の内訳

建物除却 3百万円

構築物除却 4

器具及び備品除却 19

ソフトウェア除却 1
その他 2

合計 30

 

※５ 店舗閉店損失には、閉店損失引当金繰入額が５百

万円含まれております。

※６ 減損損失 

 当事業年度において以下の資産グループについて

減損損失533百万円を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
用途 種類 場所 件数 金額(百万円)
店舗 建物等 宮崎県 2 299
店舗 建物等 大分県 3 231
店舗 建物等 その他 5 2

合計 10 533

(2) 減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続して

マイナス又は継続してマイナスとなる見込みである

資産グループの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として特別損失に計上し

ております。

※５                ─── 

 

※６               ───

 

(3) 減損損失の内訳
種類 金額(百万円)

建物 401
構築物 83
器具及び備品 19
リース資産 12
その他 15

合計 533

 ※その他には、長期前払費用を含んでおります。

(4) 資産のグルーピングの方法
当社は、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てグルーピングしてお

ります。

(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額のうち正味売却価額

は、主として固定資産税評価額により算定してお

り、使用価値については将来キャッシュ・フローを

3.6％で割り引いて算定しております。
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前事業年度（自2007年2月21日 至2008年2月20日） 

 
（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加は、2007年８月21日の株式会社マイカル九州との合併に際し新株を発 

     行したことによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式数の増加はすべて単元未満株式の買取による増加であります。 

３ 普通株式の自己株式数の減少はすべて単元未満株式の買増請求による売渡しであります。 

  

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

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

前事業年度末 

株式数（株）

当事業年度増加 

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末 

株式数 （株）

発行済株式 

  普通株式（注）1 15,907,619 2,880,000 ― 18,787,619

   合計 15,907,619 2,880,000 ― 18,787,619

自己株式 

  普通株式（注）2.3 19,526      1,690        48            21,168

   合計 19,526 1,690 48 21,168

２ 配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2007年４月４日 

取締役会
普通株式 158百万円 10円 2007年２月20日 2007年４月19日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2008年４月７日

取締役会
普通株式 利益剰余金 187百万円 10円 2008年２月20日 2008年４月21日
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当事業年度（自2008年2月21日 至2009年2月20日） 

 
（注）１ 普通株式の自己株式数の増加はすべて単元未満株式の買取による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式数の減少はすべて単元未満株式の買増請求による売渡しであります。 

  

(1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

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

前事業年度末 

株式数（株）

当事業年度増加 

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末 

株式数 （株）

発行済株式 

  普通株式（注）1 18,787,619 ─ ─ 18,787,619

   合計 18,787,619 ─ ─ 18,787,619

自己株式 

  普通株式（注）2.3 21,168 1,763 304 22,627

   合計 21,168 1,763 304 22,627

２ 配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2008年４月７日 

取締役会
普通株式 187百万円 10円 2008年２月20日 2008年４月21日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2009年４月６日

取締役会
普通株式 利益剰余金   131百万円  7円 2009年２月20日 2009年４月23日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高は貸借対照表に掲

記されている現金及び預金残高と一致しておりま

す。

 

※１     同左

 

※２ 当事業年度に合併した株式会社マイカル九州より

引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

あります。 

 また、合併により増加した資本金は900百万円、

繰越利益剰余金は△874百万円であります。

 流動資産 5,193 百万円

 固定資産 6,985 

  資産合計 12,179 

 流動負債 8,573 

 固定負債 3,581 

  負債合計 12,155 

※２       ────

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

 当社は、関連会社を有していないため該当事項はあ

りません。
同 左
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１ 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１ 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

器 具 及
び備品

4,783 3,128 184 1,470

合計 4,783 3,128 184 1,470

 
 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

器 具 及
び備品

3,037 2,137 52 847

合計 3,037 2,137 52 847

 

② 未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 761百万円

１年超 801

合計 1,562

リース資産減損勘定の残高 50百万円

② 未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 502百万円

１年超 385

合計 887

リース資産減損勘定の残高 17百万円

 

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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 1,130百万円

リース資産減損勘定の取崩額 68

減価償却費相当額 1,059

支払利息相当額 39

減損損失 12

 

 

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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 809百万円

リース資産減損勘定の取崩額 32

減価償却費相当額 740

支払利息相当額 28

 

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。

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

    同左

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。

 

⑤ 利息相当額の算定方法

    同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 9,199百万円

１年超 100,507

合計 109,707

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 9,552百万円

１年超 96,187

合計 105,740
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前事業年度(自2007年２月21日 至2008年２月20日) 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前事業年度(2008年２月20日)

取得原価
（百万円）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 ① 株式 646 2,716 2,069

 ② 債券
―
 

―
 

―
 

 ③ その他
―
 

―
 

―
 

小計 646 2,716 2,069

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 ① 株式 54 52 △1

 ② 債券
―
 

―
 

―
 

 ③ その他
―
 

―
 

―
 

小計 54 52 △1

合計 700 2,769 2,068

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(百万円) (百万円) (百万円)

0 ― ―

３ 時価評価されていない有価証券

前事業年度(2008年２月20日)

貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 126

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資

6

計 133
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当事業年度(自2008年２月21日 至2009年２月20日) 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

当事業年度(2009年２月20日)

取得原価
（百万円）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 ① 株式 334 1,219 884

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 334 1,219 884

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 ① 株式 364 291 △70

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 364 291 △70

合計 700 1,512 813

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(百万円) (百万円) (百万円)

─ ─ ─

３ 時価評価されていない有価証券

当事業年度(2009年２月20日)

貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 126

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資

4

計 130
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(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

商品の仕入は、大量一括購入により価格交渉力を高めるため、親会社の仕切価格で親会社より購入している

ものであります。 

２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。 

  

 
  

 
(注)１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

店舗等の賃借料は、近隣の取引実勢等により算定した価格をもとに、交渉したうえ決定し契約を締結してお

ります。 

２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。 

  

(関連当事者との取引)

前事業年度(自2007年2月21日 至2008年2月20日)

(1) 親会社

属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合 
(％)

関係内容

役員の 
兼任等

事業上の関係

親会社
イオン 
株式会社

千葉市 
美浜区

199,054 総合小売業
直接 63.00
間接 11.11

兼任 2名 
転籍 3名 
出向 1名

当社への商品の供給

取引内容
取引金額
(百万円)

科目 期末残高(百万円)

商品の仕入高 13,486 買掛金       2,820

(2) 兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(%)

関係内容

役員の 
兼任等

事業上の関係

親会社の 
子会社

イオンクレ 
ジットサー 
ビス株式会
社

東京都 
千代田区 15,466

金融サービ
ス業

(被所有割合)

直接 1.60
ありません

クレジット販売代金
の債権譲渡

取引内容
取引金額
(百万円)

科目 期末残高(百万円)

クレジット販売代金の債
権譲渡

70,962 未収入金 2,175

属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(%)

関係内容

役員の 
兼任等

事業上の関係

親会社の 
子会社

イオンモー 
ル株式会社

千葉市 
美浜区

16,662
ディベロッ
パ ー 事 業
保険代理業

(所有割合)
直接 0.39
(被所有割合)

直接 0.64

ありません 店舗の賃借等

取引内容
取引金額
(百万円)

科目 期末残高(百万円)

店舗等の賃借料 2,266 差入保証金 1,807
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(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 商品の仕入価格は、業界の慣習等を考慮し、交渉の上一般的な取引価格と同様に決定しております。 

(2) 店舗等の賃借料は、近隣の取引実勢等により算定した価格をもとに、交渉した上決定し契約を締結してお

ります。 

２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。 

  

当事業年度(自2008年2月21日 至2009年2月20日)

    兄弟会社等

属性
会社等の 
名称

住所

資本金 
又は 
出資金

事業の 
内容 

又は職業 
 

議決権等 
の所有 
（被所有) 
割合(％)

関係内容
取引 
内容

取引 
金額 科目

期末 
残高

役員の
兼務等

事業上の関係(百万円) (百万円) (百万円)

親
会
社
の
子
会
社

イオンリテ
ール(株)

千 葉 市
美浜区

5,000
総合小売
業

─ ─
当社への商品の
供給

商品の仕入高 2,038 買掛金 758

イオンクレ
ジットサー
ビス(株)

東京都
千代田
区

15,466 
 
金融サー
ビス業

被所有直接 
1.6 ─

クレジット販売
代金の債権譲
渡、電子マネー
利用代金等決済
取引

クレジット販
売代金の債権
譲渡、電子マ
ネー利用代金
等決済取引

108,137 
未収入
金

2,532 

イオンモー
ル(株)

千葉市
美浜区

16,662
デベロッ
パー事業

所有直接 
0.39

─ 店舗の賃借等
店舗等の 
賃借料

2,353 
差入保
証金

1,747 
被所有 
直接0.64

イオントッ
プバリュ
(株)

千葉市
美浜区

10

商品企
画・製
造・卸売
業

─ ─
当社への商品の
供給

商品の 
仕入高

7,186 買掛金 2,123 

イオン商品
調達(株)

千葉市
美浜区

10 卸売業 ─ ─
当社への商品の
供給

商品の 
仕入高

5,134 買掛金 665
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(税効果会計関係)

項目
前事業年度

(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１ 繰延税金資産及

び繰延税金負債

の発生の主な原

因別内訳

 

①繰延税金資産 (単位:百万円)

税務上の繰越欠損金 94

未払金 225

退職給付引当金 226

賞与引当金 198

未払社会保険料 64

商品 104

有形固定資産 2,273

無形固定資産 259

投資有価証券 17

長期前払費用 159

その他 59

繰延税金資産 

小    計
3,685

評価性引当額 △742

繰延税金資産 

合    計
2,942  

①繰延税金資産 (単位:百万円)

未払金 219

退職給付引当金 266

賞与引当金 200

未払社会保険料 68

商品 106

有形固定資産 2,353

無形固定資産 285

投資有価証券 17

長期前払費用 139

その他 30

繰延税金資産 

小    計
3,688

評価性引当額 △767

繰延税金資産 

合    計
2,921

②繰延税金負債 (単位:百万円)

固定資産圧縮 

積立金
89

特別償却積立金 120

その他有価証券評価 

差額金
831

その他 3

繰延税金負債 

合    計
1,045

繰延税金資産の純額 1,897

②繰延税金負債 (単位:百万円)

固定資産圧縮 

積立金
85

特別償却積立金 100

その他有価証券評価 

差額金
327

その他 0

繰延税金負債 

合    計
513

繰延税金資産の純額 2,408

２ 法定実効税率と

税効果会計適用

後の法人税等の

負担率との差異

原因

 

法定実効税率 

(調整)

40.2%

受取配当金等 

一時差異ではない項目

5.0

住民税均等割等 55.5

評価性引当額の増減 108.4

合併による影響額 △291.1

その他 3.7

税効果会計適用後 △78.3

の法人税等の負担率  

法定実効税率 

(調整)

40.2%

受取配当金等 

一時差異ではない項目

△1.4

住民税均等割等 56.8

評価性引当額の増減 8.1

その他 △5.1

税効果会計適用後 98.6

の法人税等の負担率
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（開示の省略） 

 デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストックオプション等関係については、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。 

(企業結合等関係)

前事業年度
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

───

 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容

① 結合企業

    名称 イオン九州株式会社

   事業内容 

衣料、食品、電気製品、化粧品、日用雑

貨並びに建材、補修材料等の商品販売を

主力とした総合小売業

② 被結合企業

    名称 株式会社マイカル九州

   事業内容

衣料、食品、電気製品、化粧品、日用雑

貨等の商品販売を主力とした総合小売業

(2) 企業結合の法的形式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式

(3) 結合後企業の名称

     イオン九州株式会社

(4) 取引の目的を含む取引の概要

  当社は、経営資源を集中し経営の効率化を図ると

ともに、両社の強みを活かして、より強固な収益基

盤を構築し、九州エリアにおいて更なる発展と成長

を図るため、2007年８月21日をもって、株式会社マ

イカル九州を吸収合併（会社法第796条第３項に規

定する、いわゆる簡易合併）いたしました。

 

 

２ 実施した会計処理の概要

  本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会平成15年10月31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18年12月22日）に

基づき、共通支配下の取引に該当いたします。な

お、当社が株式会社マイカル九州から受入れた資産

及び引受けた負債は、合併期日の前日に付された適

正な帳簿価額により計上いたしました。

 

３ 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並

びにその主な内訳

(2007年８月21日)

 流動資産 5,193 百万円

 固定資産 6,985 

  資産合計 12,179 

 流動負債 8,573 

 固定負債 3,581 

  負債合計 12,155 

イオン九州㈱ （２６５３） 2009年２月期決算短信（非連結）

31



  

 
（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 
  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１株当たり純資産額 989円40銭 939円59銭

１株当たり当期純利益 28円34銭 0円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり
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。

0円22銭

項目
前事業年度

(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

当事業年度
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

当期純利益 百万円 491 4

普通株主に帰属しない金額 百万円 ─ ─

普通株式に係る当期純利益 百万円 491 4

普通株式の期中平均株式数 千株 17,338 18,765

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数 
 新株予約権

千株 ─ 5

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要

─
潜在株式の種類 
第１回新株予約権 
潜在株式の数 63個

(重要な後発事象)
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①新任取締役候補（2009年５月８日付） 

      取締役 伊 藤 文 博 （現 福岡事業部長）  

  ②退任予定取締役（2009年５月８日付）  

      大 塚 豊 治   

            ※2009年５月８日付にて相談役就任予定  

      松 井 博 史 （現 取締役相談役）  

      堤   太平次  （現  取締役内部統制担当） 

  ③昇格予定取締役（2009年５月８日付）  

      専務取締役営業担当 山 根 忠 良 （現 常務取締役営業担当）  

      常務取締役商品担当 仲 矢 長 蔵 （現 取締役商品担当）  

  ④役職の異動（2009年４月６日付）  

   専務取締役     大 塚 豊 治 （現 専務取締役商品担当）  

   取締役内部統制担当 堤   太平次 （現 取締役財経部長兼内部統制担当）  

   取締役商品担当   仲 矢 長 蔵 （現 取締役サティ事業部長）  

  ⑤その他  

     代表者の異動はありません。 

  

 
(注) 1 各事業部門別の取扱商品群は、以下のとおりであります。 

 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

５ その他

(1) 役員の異動

(2) 販売実績

当期
自 2008年２月21日
至 2009年２月20日

販売実績 前期比 構成比

百万円 ％ ％

衣料品 62,597 106.8 24.8

食料品 105,430 117.1 41.7

住居余暇商品 40,340 108.9 16.0

その他 146 106.9 0.1

ＧＭＳ事業計 208,514 112.2 82.6

ＳｕＣ・ＨＣ事業計 43,984 107.6 17.4

売上高計 252,498 111.4 100.0

ＧＭＳ事業

 衣料品・・・・・・衣料品、靴、鞄、服飾雑貨

 食料品・・・・・・食料品

 住居余暇商品・・・情報通信機器、化粧品、ドラッグ、日用雑貨、寝具、バス用品等のホーム

ファッション、消耗品等

ＳｕＣ・ＨＣ事業・・建材・木材、補修材、家庭用品・日用品、ペット用品、園芸用品、食料品等
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