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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第2四半期 2,526,681 ― 35,497 ― 32,077 ― △14,681 ―

21年2月期第2四半期 2,606,925 3.2 58,661 △13.4 59,759 △20.4 △16,014 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第2四半期 △19.19 ―

21年2月期第2四半期 △20.93 ―

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

22年2月期第2四半期 3,788,192 1,088,632 21.1 1,043.12
21年2月期 3,741,447 1,105,712 21.9 1,073.13

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  798,116百万円 21年2月期  821,078百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 17.00 17.00
22年2月期 ― ―

22年2月期 
（予想）

― 17.00 17.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※営業収益の通期予想は5,240,000百万円超、対前期増減率0.2％超としております。 

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

通期 ― ―
130,000

～140,000
4.5

～12.6
130,000

～140,000
3.1

～11.1
7,500 

～15,000
―

9.80
～19.60

- 1 -



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想等を含む「経営成績」につきましては、３ページ以降をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 800,446,214株 21年2月期 800,446,214株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 35,322,471株 21年2月期 35,320,620株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 765,124,169株 21年2月期第2四半期 765,125,379株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（2009 年３月１日～８月 31 日）は、世界的な景気後退により、企業業績や   

雇用情勢は依然として厳しく、お客さまの生活防衛意識の高まりによる個人消費の低迷が続きました。   

イオンは、グループを挙げて低価格戦略の推進、経費削減の実行、当期の重要課題であるＧＭＳ（総合    

スーパー）の収益構造改革に取り組みました。 

 

＜グループシナジーの追求＞ 

・「お客さま第一」というイオンの不変の理念のもと、商品やサービスについてお客さま視点での見直しを  

行いました。イオン独自のインフラや機能会社の活用、メーカーとの直接取引の拡大等の取り組みにより、

合理的にコストを削減し、ナショナルブランド商品とともに、イオンのプライベートブランド     

「トップバリュ」についても、お客さまの毎日の生活に必要な品々の値下げを実施しました。この値下げ

は、一層高まるお客さまの節約志向にお応えするため、当初計画の品目数を上回って実施しました。また、  

価格競争力を一段と高めた「ベストプライス by トップバリュ」についても、積極的な開発を進め、計画

を上回る品目数の新商品を衣・食・住各部門で導入し、お客さまよりご支持いただきました。 

・「トップバリュ」の売上高は、衣料や住居余暇商品の伸長やグループ各社での展開強化により、2,124 億円、

対前年同期比 126.2％となりました。 

・当社は、ＳＭ事業における店舗網や、事業体制の再構築を進め、さらなる競争力の強化や経営の効率化を

はかるため、イオンリテール株式会社が運営するＳＭ店舗とショッピングセンターの一部を、      

マックスバリュ東海株式会社、ならびにマックスバリュ西日本株式会社へ事業譲渡することとしました 

（９月に譲渡を実施しました）。 

・当社は、東北地区を営業基盤とする子会社４社（イオンリテール株式会社東北カンパニーの総合小売事業、

マックスバリュ東北株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、株式会社サンデー）において、企業の

枠を超えた組織・機能体制を構築することを決定しました。各社の強みを活かした仕入れ機能の共有化に

より、各地域の市場でのスケールメリットを創出し、お客さまに支持される価格、ならびに品揃えの実現

を目指します。また、後方業務については、販売技術のノウハウや商品知識の共有化によるサービス   

レベルの強化等により、エリアへの対応力を高め、さらなるお客さま満足の向上に努めると同時にコスト

効率の改善にも取り組みます。 

・当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、イオンクレジットサービス株式会社は、携帯電話を活用した

One to One マーケティングを実施するイオンマーケティング株式会社を設立しました。お客さまの利便性

の向上をはかるとともに、事業の枠を超えてグループ会社が利用できるマーケティング情報データベース

を構築してまいります。 

・当社は、グループ全体のＩＴ機能等を担う機能会社としてイオンアイビス株式会社を設立しました。   

シェアードサービスセンター機能とＩＴシステムサービス機能を一体的に運営することで、グループ全体

の後方業務のコスト削減、ＩＴ活用促進による一層の効率化をはかります。 

 

＜電子マネーに関する提携＞ 

・イオンは、電子マネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」を“いつでも・どこでも・誰でも”気軽にご利用いただける

生活者の電子マネーと位置づけ、グループ内外で利用店舗の拡大に努めています。 

・“地域通貨”としての機能を果すべく、当期は、大田市観光協会（島根県）との提携に基づき、ご利用金額

の一部をイオンから「石見銀山基金」に寄付し、世界遺産「石見銀山遺跡」の保全に役立てていただく   

「石見銀山ＷＡＯＮ」の発行を開始しました。また、めぐりんサービス事務局（香川県）等と四国地域の

活性化を目的とした業務提携を行うことで合意し、「めぐりんＷＡＯＮ」の発行を開始しました。さらに、 

nagat カード事務局（長野県安曇野市）等と長野県の地域振興を目的とした業務提携を行うことで合意し

ました（９月より、「nagat ＷＡＯＮ」の発行を開始しています）。 

・株式会社吉野家において、沖縄県の「吉野家」から、順次「ＷＡＯＮ」の導入を開始しました。10月には、

株式会社ファミリーマートの全国7,500店舗、ヤマト運輸株式会社の全国3,900営業所で、また12月には、

日本マクドナルド株式会社の全国 2,500 を超える店舗でも「ＷＡＯＮ」が導入される予定です。これに  

より、当期末の「ＷＡＯＮ」利用可能店舗数は、45,000 店舗に達する見込みです。 
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＜業務提携＞ 

・当社と京セラ株式会社は、両社の協業によって、二酸化炭素排出量の削減をはじめとする地球環境保全に

取り組むとともに、両社の顧客へ向けた商品・サービスの提供を通じ、さらなる企業成長を目指すことを

目的とした業務提携を行うことで合意しました。イオンのショッピングセンターへ京セラソーラー販売店

が出店を開始したほか、イオンクレジットサービス株式会社と株式会社イオン銀行がそれぞれ     

ソーラーローンの取り扱いを始めました。今後、住宅用太陽光発電システムの普及・利用促進を中心に、

事業特性を活かした協業を行ってまいります。 

 

 

［セグメント別の業績動向］   

【総合小売事業】 

・当第２四半期連結累計期間は、持分法適用関連会社も含め、国内ではＧＭＳ（総合スーパー）３店舗、    

ＳＭ（スーパーマーケット）33店舗、ＳｕＣ（スーパーセンター）２店舗を出店、ＧＭＳ４店舗、ＳＭ８

店舗を閉店するとともに、海外では、ＧＭＳ４店舗（中国、マレーシア各２店舗）、ＳＭ１店舗（香港）を

出店、ＳＭ１店舗（マレーシア）を閉店しました。 

※国内については、持分法適用関連会社を除くと、ＧＭＳ３店舗、ＳＭ23 店舗、ＳｕＣ２店舗の出店、   

ＧＭＳ４店舗、ＳＭ６店舗の閉店となります。 

 

〈ＧＭＳ事業〉 

・収益構造改革を進めるイオンリテール株式会社では、重点売場を中心とした商品価格帯の見直し、ＳＫＵ

数の削減、品揃えや商品提供方法の改善等に取り組みました。当該部門の客数、買い上げ点数は大幅に  

伸長し、同社全体でも既存店客数は前年同期を上回りました。しかしながら、既存店売上高については、   

戦略的な値下げや天候不順の影響もあり、対前年同期比は 93.8％（内訳は衣料 90.4％、食品 96.1％、    

住居余暇 91.6％）となりました。直営荒利益率については、価格帯や品揃えの見直しに伴う売価変更に  

よる一時的な低下要因もあり、前年同期比 0.7 ポイント減となりました。消費環境が厳しい状況にあるな

か、人件費、設備費を中心とする販管費を計画以上に削減することで、既存店販管費伸び率については、

対前年同期比 93.6％となりました。この結果、営業利益は計画を上回りました（イオンリテール株式会社

の対前年同期比については、前年のイオン株式会社単体の同期実績と比較したご参考数値となります）。 

・株式会社マイカルでは、既存店売上高の対前年同期比は 95.2％となりました。直営荒利益率については、   

「トップバリュ」の販売拡大や、イオンの商品調達機能の活用、在庫コントロールの徹底等により、ほぼ

前年並みの水準となったものの、新規出店と既存店の活性化投資、システム運用費等の経費の増加もあり、

減収減益となりました。第２四半期の３ヶ月間については、設備費や人件費等の経費削減の強化により、

前年同四半期から増益となりました。 

・国内ＧＭＳ事業各社合計では、お客さまの生活防衛意識の高まりに対応することを 優先とし、価格の  

引き下げを先行したこともあり、当第２四半期累計期間については減収減益となりました。しかしながら、

イオンリテール株式会社において、客数増加や経費削減等の成果を上げている収益構造改革を、ＧＭＳ  

各社へ水平展開し始めており、グループ一丸となって改革に取り組むことで、今後の収益改善を確実な  

ものにしてまいります。 

 

〈ＳＭ事業〉  

・国内のＳＭ事業各社では、お客さまの低価格志向に対応し、商品価格の見直しや「トップバリュ」の販売

拡大を推進するとともに、より地域に密着した品揃えの実現をはかりました。グループインフラを活用し

たコスト削減や、既存店での販管費削減は確実に進んだものの、今後の成長を見据えた新規出店を進めた

ことによる経費増加の影響もあり、国内のＳＭ事業全体では、増収減益となりました。 
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〈戦略的小型店事業〉 

・ミニストップ株式会社は、国内では、天候不順による夏物商材の不振や、前期の成人識別ＩＣカード

「taspo(タスポ)」稼動による好影響の反動もあり、既存店売上高伸び率の前年同期比は 97.3％となりま

した。海外では、韓国ミニストップ株式会社が新規出店を進め、現地通貨ベースでは増収増益となりまし

たが、為替の影響もあり、ミニストップ株式会社の連結業績は減収減益となりました。当第２四半期累計

期間には、グループのドラッグストア内に、コンビニエンスストア機能として「ミニストップサテライト」

を５店舗開店する等、お客さまの利便性向上に向けた新たな取り組みを推進しています。 

・小型スーパーの「まいばすけっと」は、品揃えや人員体制の見直しをはかりながら、41 店舗を出店し、   

総店舗数は 70店舗となりました。既存店売上高伸び率は、前年同期から二桁の伸長となり、好調に推移し

ました。 

 

〈中国事業〉 

・中国においても日本と同様に、お客さまの低価格志向に対応した品揃えを強化するとともに、「安全・安心」

への関心の高まりにお応えする品揃えの充実をはかりました。また、社会行事に関連した提案型の売場  

づくりを行う等、競争力の向上に努めました。しかしながら、第１四半期での消費の大幅な落ち込みと、   

前期の新店に係る経費の増加、また、先行して商品の低価格化を実行したこともあり、当社連結業績への

影響は増収減益となりました。 

 

〈アジア事業〉 

・イオンマレーシア（AEON Co. (M) Bhd.）では、既存店売上高が堅調に推移するとともに、新店の売上が   

寄与し、現地通貨ベースでは増収増益となりました。しかしながら、当社連結業績への影響は、為替の   

影響により減収減益となりました。 

・イオンタイランド（AEON (Thailand) CO., LTD.）では、セールスや販売方法の改善等により、厳しい消費

環境のなか、既存店売上高は堅調に推移し、現地通貨ベースでは増収となりましたが、為替の影響を受け、

当社連結業績への影響は減収減益となりました。 

 

【専門店事業】  

・米国のタルボット社（The Talbots, Inc.）では、タルボットブランドの当第２四半期累計期間の既存店   

売上高は、現地通貨ベースで対前年同期比 74.1％となりました。しかしながら、第２四半期の 13 週間で

みると、既存店売上高のマイナス幅は第１四半期より縮小し、また、荒利益率については、商品調達方法

の改善や、在庫コントロール等により、前年同四半期に対し 2.3 ポイント上回りました。さらに、大幅な

経費削減の実施により、リストラ費用および減損損失を除いた、継続事業の１株当り純損失は、0.33 ドル

となり、同社が想定した 0.50～0.58 ドルに対して赤字幅が縮小しました。同社は、ジェイ・ジルブランド

の売却を完了し、タルボットブランドへ経営資源を集中するとともに、リー＆フォン社との調達代理人  

契約を正式に締結したことにより、今後、商品調達活動のさらなる効率化によるコスト削減、競争力の  

強化をはかります。当第２四半期累計期間の当社連結業績への影響は減収減益となりましたが、     

第３四半期も売上の改善傾向が続いており、顧客サービス、店舗の生産性の向上に取り組むとともに、  

コスト削減を進め、引き続き収益力の改善をはかります。 

・国内では、株式会社コックス、株式会社ブルーグラス等のアパレル専門店各社で、個人消費の低迷を受け

当第２四半期累計期間の業績は、厳しい売上状況となりました。しかしながら、商品原価の削減や在庫  

圧縮、本部経費削減や不採算店舗閉店等に継続的に取り組み、第２四半期半ばより利益改善効果が表れて

います。このほか、未来屋書店株式会社、ペットシティ株式会社等では売上が堅調に推移し、国内専門店

全体では、増収減益となりました。 

 

【ディベロッパー事業】 

・イオンモール株式会社は、お客さまのニーズにお応えし、競争力あるショッピングセンターづくりを目指

し、２ヶ所の新規ショッピングセンターの開設、３ヶ所の既存ショッピングセンターのリニューアルを実

施しました。また、商業施設の活性化ビジネスにおいて、東日本旅客鉄道株式会社との共同事業である  

ＪＲ土浦駅ビルの全館リニューアルに取り組んだこと等により、増収増益となりました。 
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【サービス等事業】 

〈サービス事業〉 

・イオンディライト株式会社では、組織改正による営業体制の強化をはかり、グループ外企業から大口案件

を受託したほか、省エネルギーに関する総合的な提案等の環境負荷低減に関するビジネスの拡大、清掃事

業の収益性向上等に取り組みました。国内企業のコスト削減意識が高まり、厳しい受注環境が続いたこと

もあり、同社連結業績は減収減益となりましたが、積極的に新規事業の確立、既存事業の効率化等に取り

組み、概ね想定した範囲内で推移しました。 
・チェルト株式会社では、お客さまのコスト削減、環境対応のご要望にお応えする取り扱い商品の拡大や、

オリジナル商品の開発等を進めるとともに、事業所後方支援サービスの開始等により、増収増益となりま

した。 

 

〈総合金融事業〉  

・イオンクレジットサービス株式会社は、厳しい消費環境が続くなか、クレジットカード事業では、同社連

結の有効会員数が期首より 67万人純増の 2,070 万人に拡大し、国内においては、カードショッピング取扱

高が対前年同期比 106.0％となりました。新たな収益源の確立を目指し、電子マネー事業では、「ＷＡＯＮ」

の提携先の拡大に継続して取り組み、銀行代理業では、ショッピングセンターへのインストアブランチの

開設、住宅ローン、定期預金の取り次ぎを開始しました。海外においても、クレジットカード事業にくわ

え、保険代理店やサービサー事業の業容を拡げ、収益源の多様化をはかるとともに、インド、カンボジア

に駐在員事務所を開設し、新たな国での基盤づくりに着手しました。同社連結では、既存事業に係る経費

削減を進めたものの、新規事業において積極的に先行投資を行ったこと、さらに、将来の利息返還リスク

を見込み、特別損失計上を行ったこともあり、減収減益となりました。 

・イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」は、お客さま感謝デーや、お客さまわくわくデー、また、対象商品     

ご購入での「ＷＡＯＮ」ポイントプレゼントがお客さまよりご好評いただきました。また、エコポイント

の交換先としても採用され、８月より「ＷＡＯＮ」ポイントへの交換を開始しました。「ＷＡＯＮ」の    

ご利用促進に向けた取り組みを進めることで、カードの新規発行とともにご利用件数も順調に伸長し、  

当第２四半期末では、発行枚数が期首より約 320 万枚増の約 1,090 万枚、当第２四半期連結累計期間の  

決済総額は約 2,300 億円、利用可能店舗数は、約 29,000 店舗となりました〔８月（８月１日～８月 31日）

単月の決済額は、前年同月の約 2.8 倍の約 450 億円（利用件数約 2,610 万件、決済平均単価 約 1,740 円）

となりました〕。今後も、ご利用可能店舗を拡大するとともに、より便利でお得にご利用いただけるよう 

「ＷＡＯＮ」の利便性向上に努めます。 

・持分法適用関連会社である株式会社イオン銀行は、2009 年８月末時点のインストアブランチ 62 店舗、   

ＡＴＭ数 1,638 台となり、普通預金口座数 100 万口座、預金残高約 4,700 億円、貸出金残高約 1,200 億円

と顧客基盤を順調に拡大しました。インストアブランチでの営業力を強化するとともに、同社サービスの

ご 利 用 に 対 し て 、 イ オ ン 店 舗 に お け る 割 引 特 典 を 提 供 す る 等 の 小 売 事 業 と の 連 携 、       

イオンクレジットサービス株式会社や、イオン保険サービス株式会社との連携により、一層の業容拡大と

効率化をはかっています。 

 

以上により、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益２兆 5,266 億 81 百万円(対前年同期比

96.9％)、営業利益 354 億 97 百万円(同 60.5％)、経常利益 320 億 77 百万円(同 53.7％)、四半期純損失は   

146 億 81 百万円となりました。なお、海外連結子会社業績における為替の変動による当社連結業績への影響

は、前年同期と比較して、営業収益で約 373 億円、営業利益で約 12億円、経常利益で約 11億円、当期利益

で約６億円の押し下げ要因となりました。 

 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており、「対前年同期比」は、ご参考として記載しており

ます。 

 

 

 

 

イオン（株）（8267） 2010年２月期 第２四半期決算短信

- 6 -



２．連結財政状態に関する定性的情報  
・当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から 467 億 44 百万円増加し、      
３兆 7,881 億 92 百万円となりました。主な増加の要因は、金融子会社の割賦売掛金の増加等により受取  
手形及び売掛金が 1,089 億 41 百万円増加した一方、営業貸付金が 487 億 93 百万円減少したことによるもの
です。 

・負債は、前連結会計年度末から 638 億 25 百万円増加し、２兆 6,995 億 60 百万円となりました。主な増加の
要因は、設備投資の決済資金の調達等により有利子負債が 1,413 億 53 百万円増加した一方、設備支払手形
が 647 億 97 百万円減少したことによるものです。 

・純資産は、前連結会計年度末から 170 億 80 百万円減少し、１兆 886 億 32 百万円となりました。主な減少の
要因は、配当金の支払い 130 億８百万円、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面
の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第 18 号）の適用に伴う期首剰余金の減少 52 億 25 百万円、
及び前連結会計年度末に連結子会社化した株式会社ツルヤ靴店（現 株式会社ジーフット）の影響等により
少数株主持分が 57億 31百万円増加したことによるものです。 

 
・営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前四半期純利益に

よる収入、金融子会社の売掛債権の増加による支出等の結果、370 億 65 百万円の収入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期新店を中心とする有形固定資産等の取得による設備資金決済等
により、1,922 億８百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れの返済 801 億 59 百万円の支出に対し、長期借入れ  
1,678 億 99 百万円を調達し、資金の安定性を高めた結果、1,032 億 92 百万円の収入となりました。 
 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
通期の連結業績見通しについては、2009 年７月７日に発表しました業績予想に変更はありません。 

 
※当社では、業績予想について、天候、景気動向等の変動要因を勘案し、レンジで表記しております。
業績予想に係わる考え方や前提条件を提示するとともに、月次での実績開示を充実させることで業績
の進捗をお知らせしております。 

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。 

 
 
４．その他  
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 
 該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 記載すべき重要な事項はありません。 
 
(3) 四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務  
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、  
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、国内連結子会社は主として「企業会計原則 
と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均原価法、一部の国内連結子会
社は主に移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の
評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分)が適用されたことに伴い、
国内連結子会社は主として売価還元平均原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法)に、一部の国内連結子会社は主に移動平均法による原価法(貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。なお、この変更による当第２四
半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

③第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」(実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
これにより、在外子会社において償却を実施していないのれんの償却等を実施したため、期首利益剰余
金が 5,225 百万円減少しております。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える
影響は軽微であります。 
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５．【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(2009年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 198,369 240,447

受取手形及び売掛金 423,076 314,134

有価証券 2,394 3,215

たな卸資産 322,431 342,904

繰延税金資産 33,909 33,087

営業貸付金 434,733 483,527

その他 151,266 148,979

貸倒引当金 △52,063 △52,361

流動資産合計 1,514,118 1,513,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 958,465 937,491

工具、器具及び備品（純額） 129,411 131,088

土地 345,689 330,662

建設仮勘定 23,459 20,017

その他（純額） 3,835 3,504

有形固定資産合計 1,460,860 1,422,764

無形固定資産   

のれん 69,135 72,425

ソフトウエア 29,569 30,657

その他 21,580 23,712

無形固定資産合計 120,284 126,795

投資その他の資産   

投資有価証券 212,847 190,314

繰延税金資産 73,262 70,543

差入保証金 326,888 338,391

その他 98,014 96,444

貸倒引当金 △18,118 △17,976

投資その他の資産合計 692,893 677,718

固定資産合計 2,274,039 2,227,278

繰延資産 34 233

資産合計 3,788,192 3,741,447

イオン（株）（8267） 2010年２月期 第２四半期決算短信

- 8 -



(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(2009年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 576,593 583,033

短期借入金 234,037 181,253

1年内返済予定の長期借入金 172,524 128,748

1年内償還予定の社債 14,895 27,120

コマーシャル・ペーパー 63,000 81,000

未払法人税等 20,432 34,564

賞与引当金 15,200 16,933

店舗閉鎖損失引当金 4,174 4,302

ポイント引当金 10,128 7,194

その他の引当金 494 892

設備関係支払手形 84,591 149,389

その他 313,124 313,656

流動負債合計 1,509,199 1,528,089

固定負債   

社債 213,810 192,169

長期借入金 637,697 584,321

繰延税金負債 8,065 8,714

退職給付引当金 29,738 30,367

店舗閉鎖損失引当金 8,259 8,490

利息返還損失引当金 26,286 11,936

その他の引当金 4,327 5,386

長期預り保証金 226,117 231,250

その他 36,058 35,010

固定負債合計 1,190,361 1,107,646

負債合計 2,699,560 2,635,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 199,054 199,054

資本剰余金 264,966 264,967

利益剰余金 404,450 434,991

自己株式 △61,518 △61,517

株主資本合計 806,953 837,495

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,592 △4,591

繰延ヘッジ損益 △1,868 △1,577

為替換算調整勘定 △8,560 △10,248

評価・換算差額等合計 △8,836 △16,417

新株予約権 937 787

少数株主持分 289,577 283,846

純資産合計 1,088,632 1,105,712

負債純資産合計 3,788,192 3,741,447
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(2)【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年３月１日 
 至 2009年８月31日) 

売上高 2,270,565

売上原価 1,641,636

売上総利益 628,929

その他の営業収入 256,116

営業総利益 885,045

販売費及び一般管理費 849,547

営業利益 35,497

営業外収益  

受取利息 1,574

受取配当金 561

負ののれん償却額 5,682

その他 6,338

営業外収益合計 14,156

営業外費用  

支払利息 6,285

持分法による投資損失 7,472

その他 3,818

営業外費用合計 17,576

経常利益 32,077

特別利益  

差入保証金回収益 1,269

退店違約金受入益 1,061

その他 5,535

特別利益合計 7,865

特別損失  

減損損失 11,562

利息返還損失引当金繰入額 14,000

その他 10,584

特別損失合計 36,146

税金等調整前四半期純利益 3,797

法人税、住民税及び事業税 19,166

法人税等調整額 △5,957

法人税等合計 13,208

少数株主利益 5,270

四半期純損失（△） △14,681
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年３月1日 
 至 2009年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 3,797

減価償却費 72,228

のれん償却額 3,881

負ののれん償却額 △5,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,442

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 14,350

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,166

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △334

受取利息及び受取配当金 △2,135

支払利息 6,285

持分法による投資損益（△は益） 7,472

減損損失 11,562

売上債権の増減額（△は増加） △106,885

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,391

営業貸付金の増減額（△は増加） 27,029

仕入債務の増減額（△は減少） △12,487

その他の資産・負債の増減額 14,846

その他 1,870

小計 74,674

利息及び配当金の受取額 1,955

利息の支払額 △5,889

法人税等の支払額 △33,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,065

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 △2,827

有価証券の売却による収入 4,071

有形固定資産の取得による支出 △190,511

有形固定資産の売却による収入 1,338

投資有価証券の取得による支出 △16,079

投資有価証券の売却による収入 641

事業譲渡による収入 6,202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

284

差入保証金の差入による支出 △8,194

差入保証金の回収による収入 13,884

預り保証金の受入による収入 7,768

預り保証金の返還による支出 △10,214

その他 1,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,208
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年３月1日 
 至 2009年８月31日) 

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・ペーパーの増減額
（△は減少）

28,285

長期借入れによる収入 167,899

長期借入金の返済による支出 △80,159

社債の発行による収入 33,864

社債の償還による支出 △26,063

配当金の支払額 △13,008

少数株主への配当金の支払額 △5,826

その他 △1,699

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,667

現金及び現金同等物の期首残高 224,625

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

6,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 182,318
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 2009 年３月１日 至 2009 年８月 31 日) 

総合小売 専門店 
ディベ 
ロッパー

サービス等 計 
消去又は 
全社 

連結 
  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益 

(1)外部顧客に対する 
   営業収益 

2,010,988 273,374 56,869 185,448 2,526,681 ― 2,526,681

(2)セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 

22,559 2,906 25,028 331,462 381,957 △381,957 ―

計 2,033,548 276,281 81,898 516,911 2,908,639 △381,957 2,526,681

営業利益又は 
営業損失（△） 

1,233 △3,865 16,988 19,572 33,928 1,568 35,497

 (注)１ 事業区分の方法 
     事業は、グループ内の事業展開を基準として区分しております。 
    ２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 総合小売事業…………ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(ＧＭＳ)、スーパーマーケット、コンビニ
エンスストア及び百貨店等 

(2) 専門店事業……………婦人服、ファミリーカジュアルファッション、ヘルス＆ビューティー及び靴等を
販売する専門店 

(3) ディベロッパー事業…商業施設を開発・賃貸運営するディベロッパー 
(4) サービス等事業………金融、アミューズメント、外食、店舗メンテナンス、卸売業等 

(注) 提出会社のグループ会社の事業活動に対する支配・管理及びグループ運営に関する事業（純粋持株会社機
能）については、「消去又は全社」欄に含めております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 2009 年３月１日 至 2009 年８月 31 日)  

日本 北米 アジア等 計 
消去又は 
全社 連結   

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

営業収益         
(1)外部顧客に対する 
   営業収益 

2,311,719 75,686 139,276 2,526,681 ― 2,526,681

(2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高 

427 164 1,215 1,807 △1,807 ―

計 2,312,146 75,850 140,491 2,528,489 △1,807 2,526,681

営業利益又は 
営業損失（△） 

29,370 △2,191 5,919 33,098 2,398 35,497

 (注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
(1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 
(2) 各区分に属する主な国又は地域……北  米：米国、カナダ 

アジア等：中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、タイ、
シンガポール、インドネシア、オーストラリア、ベトナ
ム、フィリピン 

(注) 提出会社のグループ会社の事業活動に対する支配・管理及びグループ運営に関する事業（純粋持株会社機
能）については、「消去又は全社」欄に含めております。 
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【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間(自2009年３月１日 至2009年８月31日)   

  北米 
(百万円) 

アジア等 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

Ⅰ 海外営業収益 75,686 139,276 214,962

Ⅱ 連結営業収益 ― ― 2,526,681

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
  営業収益の割合(％) 

3.0 5.5 8.5

 (注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
(1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 
(2) 各区分に属する主な国又は地域……北  米：米国、カナダ 

アジア等：中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、タイ、
シンガポール、インドネシア、オーストラリア、ベトナ
ム、フィリピン 

   ２ 海外営業収益は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高及びその他の営業収入
の合計額であります。 

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 

(7)重要な後発事象 

第三者割当増資引受けによる株式の取得 

提出会社は2009年９月17日の代表執行役社長の決定により、連結子会社であるイオンクレジットサービス

㈱(以下、「ＡＣＳ」)は同年９月 29 日の取締役会決議により、持分法適用関連会社である㈱イオン銀行が行う

第三者割当増資により発行する新株を引き受けることとしました。両社は同年９月30日において無議決権普通

株式を取得しました。概要は次のとおりであります。 

 

①第三者割当増資引受の理由 

当社グループ戦略の一環として、㈱イオン銀行の業容拡大にともなう自己資本の充実及び財務基盤安定化を

サポートするためであります。 

②第三者割当増資の内容 

引受株式の種類及び数：無議決権普通株式 600,000株(提出会社 400,000株、ＡＣＳ 200,000株) 

引受価額：１株につき50,000円、総額30,000百万円(提出会社 20,000百万円、ＡＣＳ 10,000百万円) 

引受後の所有株式数：普通株式      475,000株(提出会社 475,000株) 

無議決権普通株式   800,000株(提出会社 600,000株、ＡＣＳ 200,000株) 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約)中間連結損益計算書 
 (単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
(自 2008 年２月 21 日 
至 2008 年８月 20 日) 科目 

金額 

Ⅰ 売上高 2,349,578 

Ⅱ 売上原価 1,680,168 

 売上総利益 669,409 

Ⅲ その他の営業収入 257,346 

 営業総利益 926,756 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 868,094 

 １ 広告宣伝費 57,365 

 ２ 貸倒引当金繰入額 15,738 

 ３ 従業員給料・賞与 291,450 

 ４ 賞与引当金繰入額 16,717 

 ５ 法定福利厚生費 45,036 

 ６ 水道光熱費 48,590 

 ７ 減価償却費 63,805 

 ８ 修繕維持費 51,235 

 ９ 地代家賃 136,737 

 10 のれん償却額 4,206 

 11 その他 137,211 

 営業利益 58,661 

Ⅴ 営業外収益 15,168 

 １ 受取利息 1,686 

 ２ 受取配当金 836 

 ３ 負ののれん償却額 5,753 

 ４ テナント退店違約金受入益 1,943 

 ５ その他 4,949 

Ⅵ 営業外費用 14,071 

 １ 支払利息 5,851 

 ２ 持分法による投資損失 5,001 

 ３ その他 3,218 

 経常利益 59,759 
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(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
(自 2008 年２月 21 日 
至 2008 年８月 20 日) 科目 

金額 

Ⅶ 特別利益 15,596 

 １ 固定資産売却益 212 

 ２ 投資有価証券売却益 4,520 

 ３ 投資有価証券償還益 2,710 

 ４ 貸倒引当金戻入益 303 

 ５ 解約補償金受入益 1,994 

 ６ その他 5,855 

Ⅷ 特別損失 40,229 

 １ 固定資産除却損 1,788 

 ２ 減損損失 17,369 

 ３ 貸倒引当金繰入額 7,661 

 ４ 閉店損失引当金繰入額 2,710 

 ５ その他 10,698 

 税金等調整前中間純利益 35,126 

 法人税、住民税及び事業税 29,499 

 法人税等調整額 8,352 

 少数株主利益 13,289 

中間純損失(△) △16,014 
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(要約)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 前中間連結会計期間 
(自 2008 年２月 21 日 
至 2008 年８月 20 日) 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 35,126 

減価償却費 68,727 

のれん償却額 4,206 

負ののれん償却額 △5,753 

貸倒引当金の増加額 25,309 

利息返還損失引当金の減少額 △451 

商品券回収損失引当金の増加額 2,044 

賞与引当金の減少額 △773 

退職給付引当金の増加額 1,037 

閉店損失引当金の減少額 △2,270 

受取利息及び受取配当金 △2,522 

支払利息 5,851 

為替差益 △111 

持分法による投資損失 5,001 

固定資産売却益 △212 

固定資産売除却損 2,680 

減損損失 17,369 

投資有価証券償還益 △2,710 

有価証券及び投資有価証券売却損益 △4,520 

売上債権の増加額 △53,041 

たな卸資産の減少額 11,959 

営業貸付金の増加額 △16,505 

仕入債務の増加額 43,350 

その他の資産及び負債の増減額 21,564 

その他 1,313 

小計 156,669 

利息及び配当金の受取額 2,250 

利息の支払額 △5,740 

法人税等の支払額 △39,508 

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,671 
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(単位：百万円) 

 
前中間連結会計期間 
(自 2008 年２月 21 日 
至 2008 年８月 20 日) 

区分 金額 

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 △4,216 

有価証券の売却による収入 6,226 

有形固定資産等の取得による支出 △172,829 

有形固定資産等の売却による収入 1,481 

投資有価証券の取得による支出 △7,796 

投資有価証券の売却による収入 9,759 

投資有価証券の償還による収入 2,710 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △561 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 47 

差入保証金の差入れによる支出 △7,557 

差入保証金の返還による収入 9,617 

預り保証金の預りによる収入 10,201 

預り保証金の返還による支出 △9,019 

その他 △2,710 

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,647 

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・ペーパーの純増加額 73,019 

長期借入れによる収入 121,554 

長期借入金の返済による支出 △92,272 

社債の発行による収入 10,981 

社債の償還による支出 △19,821 

更生債権等の弁済額 △205 

少数株主への株式発行による収入 89 

少数株主からの株式の買戻しによる支出 △226 

配当金の支払額 △13,008 

少数株主への配当金の支払額 △6,674 

その他 △2,350 

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,086 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,910 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 18,199 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 159,744 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 177,944 
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セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報                                                                      
    
 前中間連結会計期間(自 2008 年２月 21 日 至 2008 年８月 20 日) 

総合小売 専門店 ディベ 
ロッパー

サービス
等 

計 消去 連結   
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益 2,094,851 308,250 74,915 426,036 2,904,053 △297,128 2,606,925

営業利益又は 
営業損失(△) 17,992 △927 16,033 25,635 58,735 △73 58,661

(注)１．事業区分の方法･･････事業は、グループ内の事業展開を基準として区分しております。 

   ２．各事業区分の主要な内容 

(1)総合小売事業･････････ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(ＧＭＳ)、スーパーマーケット、 

            コンビニエンスストア及び百貨店等 

(2)専門店事業･･･････････婦人服、ファミリーカジュアルファッション、ヘルス＆ビューティー及び

靴等を販売する専門店 

(3)ディベロッパー事業･･･商業施設を開発・賃貸運営するディベロッパー 

(4)サービス等事業･･･････金融、アミューズメント、外食、店舗メンテナンス、卸売業等 

 

２．所在地別セグメント情報                                                       
 前中間連結会計期間(自 2008年２月21日 至 2008年８月20日)  

日本 北米 アジア等 計 消去 連結 
  

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益 2,344,117 112,199 153,395 2,609,712 △2,787 2,606,925

営業利益又は 
営業損失(△) 

49,890 △911 9,783 58,762 △100 58,661

(注)国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1)国又は地域の区分の方法･･･地理的近接度によっている。 

  (2)各区分に属する主な国又は地域･･･北 米：米国、カナダ 

アジア等：中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、 

タイ、シンガポール、インドネシア、オーストラリア 
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