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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10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1月期第3四半期 87,224 ― 870 ― 904 ― 286 ―

21年1月期第3四半期 85,555 1.7 1,267 90.1 1,367 110.4 435 △30.2

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1月期第3四半期 11.25 11.23
21年1月期第3四半期 17.08 17.08

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1月期第3四半期 41,359 13,589 32.8 532.66
21年1月期 42,738 13,583 31.8 533.29

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  13,559百万円 21年1月期  13,575百万円

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1月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年1月期 ― ― ―

22年1月期 
（予想） 10.00 10.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31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 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 118,500 2.9 2,010 △2.5 2,000 △7.6 500 △19.4 19.64
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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、５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） 

(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．業績予想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。 なお、業績予想に関する事項は、４ページ[定性的情報・財務諸表等]３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  
２．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。  

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1月期第3四半期 25,510,623株 21年1月期  25,510,623株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  55,299株 21年1月期  55,173株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 25,455,373株 21年1月期第3四半期 25,480,681株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年２月1日から平成21年10月31日）は、昨年秋の世界的な金融不安

による景気後退局面から一部持ち直しの動きが見られるものの、雇用・所得環境が厳しさを増す中で個人

消費は低迷し、小売業界においては、依然厳しい経営環境が続いております。  

 このような状況の中、当社はお客さま満足の向上を目指し「シンプル＆ロープライス」をスローガン

に、簡素でより効率的なビジネスモデルの構築とイオンのグループ力を活かした商品調達やトップバリュ

商品等のさらなる販売拡大を図り、競争に打ち勝つ価格の実現に取り組んでおります。  

 低価格志向が強まる中、第３四半期以降もお買い求めやすい価格での商品訴求を実現するため、３社合

併１０周年企画として、これまで支えていただいた地域の皆さまに感謝を込めたお値打ち価格でのセール

を実施いたしました。さらには、地域の生産者との連携により農産物を中心に地場産商品コーナーを６店

舗で設置し、営業収益の拡大を図ってまいりました。  

 イオン共通のプライベートブランド「トップバリュ」については、生活必需品を納得品質・低価格でご

提供する「ベストプライスｂｙトップバリュ」が好調に推移し、売上高構成比は当第３四半期連結累計期

間では１１.９％（前年同期間１０.８％）となっております。  

 一方、店舗オペレーションの単純化・標準化、設備の改善等を目的に既存店舗の活性化を行うととも

に、オペレーション改革部を中心として、効率的なオペレーションの浸透を進め、全店舗の業務の効率化

と生産性の向上を図っております。  

 当第３四半期累計期間の既存店売上高は、前年同期間比９６.８％（同客数１００.２％、同客単価９

６.６％、同１品単価９５.５％、同１人当り買上点数１０１．１％）となり、売上高荒利益率も２４.

５％（前年同期間２５.１％）と、概ね計画通り進捗しております。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益872億24百万円（前年第３四半期増減率

2.0％増）、営業利益８億70百万円（同31.3％減）、経常利益９億４百万円（同33.8％減）、四半期純利

益２億86百万円（同34.2％減）となりました。  

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①商品小売事業 

当第３四半期連結累計期間における商品小売事業は、前連結会計年度及び第１四半期連結会計期間

に開店した新規出店店舗の寄与を含めた営業力の強化等により営業収益は850億34百万円、営業利益

は６億81百万円となりました。 

②不動産等賃貸事業 

当第３四半期連結累計期間における不動産等賃貸事業は、新規出店店舗による賃貸物件の増加等に

より営業収益は21億89百万円、営業利益は９億24百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億79百万円減少し413億59百万円

となりました。増減の主な内訳は、売掛金が２億５百万円増加し、現金及び預金が３億23百万円、有形固

定資産が８億79百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 また、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億85百万円減少し277億

69百万円となりました。増減の主な内訳は、短期借入金が11億73百万円増加しましたが、設備関係支払手

形が20億93百万円、未払法人税等が５億12百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５百万円増加し135億89百万円

となりました。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況）   

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末

に比べ８億５百万円減少し、５億90百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果、得られた資金は16億77百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益７億16百万円、減価償却費14億68百万円の計上及び賞与引当金の増加額３億77百万円と法人税等の支

払額11億12百万円等によるものであります。 

投資活動の結果、使用した資金は30億55百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出28億53百万円等によるものであります。 

財務活動の結果、得られた資金は５億72百万円となりました。これは主に、借入れによる収入８億24

百万円と配当金の支払額２億51百万円等によるものであります。 

  

小売業を取り巻く経営環境は、引き続き個人消費の低迷等、不透明な状況が続くものと思われます。こ

うした環境の下、売上高確保が例年にも増して厳しいことを想定し、12月１日から全店舗でイオングルー

プの電子マネー「ＷＡＯＮ」を利用できるシステムを整備し、顧客の囲い込みによる売上高確保に取り組

むとともに、経費の効率的な活用と削減に努めてまいります。  

 以上により、2010年１月期の業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成21年３月17日

付の「2009年1月期決算短信」発表時に公表いたしました「2010年1月期の連結業績予想」に変更はありま

せん。  

  
  

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

・簡便な会計処理 

 繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 四半期財務諸表に係る会計基準の適用 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、売価

還元平均原価法から売価還元平均原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の損益及びセグメント

情報に与える影響は軽微であります。 

  

4. その他

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

(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

(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
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,135,842 1,459,837

売掛金 1,490,390 1,284,730

有価証券 － 3,006

商品 2,444,298 2,486,540

繰延税金資産 583,871 454,543

その他 1,117,276 1,087,320

貸倒引当金 △1,227 △1,447

流動資産合計 6,770,452 6,774,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,801,538 15,514,938

機械装置及び運搬具（純額） 159,130 67,828

土地 9,525,461 9,594,318

建設仮勘定 128,068 139,761

その他（純額） 1,182,036 1,359,040

有形固定資産合計 25,796,235 26,675,886

無形固定資産   

のれん 1,610,635 1,687,952

その他 273,473 291,411

無形固定資産合計 1,884,109 1,979,364

投資その他の資産   

投資有価証券 643,921 723,110

繰延税金資産 1,309,378 1,231,538

差入保証金 3,717,480 3,877,160

その他 1,470,839 1,708,148

貸倒引当金 △233,148 △231,109

投資その他の資産合計 6,908,471 7,308,848

固定資産合計 34,588,815 35,964,099

資産合計 41,359,268 42,738,630
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,523,532 10,538,612

短期借入金 2,873,532 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 626,104 641,146

未払金及び未払費用 2,536,901 2,723,699

未払法人税等 496,804 1,009,671

未払消費税等 320,891 198,881

賞与引当金 682,872 305,613

役員業績報酬引当金 49,053 －

役員賞与引当金 － 77,246

ポイント引当金 168,898 161,120

店舗閉鎖損失引当金 51,311 51,311

設備関係支払手形 87,585 2,181,307

その他 615,977 884,693

流動負債合計 19,033,465 20,473,303

固定負債   

長期借入金 4,624,416 4,413,454

その他の引当金 23,997 21,768

長期預り保証金 3,597,944 3,695,889

その他 489,677 550,404

固定負債合計 8,736,035 8,681,515

負債合計 27,769,501 29,154,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,850,498 3,850,498

資本剰余金 5,416,287 5,416,287

利益剰余金 4,393,954 4,362,129

自己株式 △41,783 △41,676

株主資本合計 13,618,955 13,587,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,842 △12,173

評価・換算差額等合計 △59,842 △12,173

新株予約権 30,653 8,746

純資産合計 13,589,767 13,583,811

負債純資産合計 41,359,268 42,738,630
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 85,034,664

売上原価 64,232,003

売上総利益 20,802,660

その他の営業収入 2,189,596

営業総利益 22,992,257

販売費及び一般管理費 22,121,439

営業利益 870,817

営業外収益  

受取利息 12,029

受取配当金 7,050

違約金収入 68,677

その他 82,346

営業外収益合計 170,103

営業外費用  

支払利息 113,118

その他 22,930

営業外費用合計 136,049

経常利益 904,871

特別利益  

貸倒引当金戻入額 660

特別利益合計 660

特別損失  

固定資産除却損 17,618

減損損失 138,229

その他 32,809

特別損失合計 188,657

税金等調整前四半期純利益 716,875

法人税、住民税及び事業税 606,149

法人税等調整額 △175,653

法人税等合計 430,495

四半期純利益 286,379
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 29,198,514

売上原価 22,022,948

売上総利益 7,175,565

その他の営業収入 732,109

営業総利益 7,907,674

販売費及び一般管理費 7,345,629

営業利益 562,045

営業外収益  

受取利息 3,864

受取配当金 87

違約金収入 42,360

その他 27,215

営業外収益合計 73,527

営業外費用  

支払利息 36,977

その他 5,764

営業外費用合計 42,742

経常利益 592,830

特別損失  

固定資産除却損 4,874

減損損失 14,049

その他 10,706

特別損失合計 29,630

税金等調整前四半期純利益 563,200

法人税、住民税及び事業税 479,601

法人税等調整額 △185,964

法人税等合計 293,636

四半期純利益 269,563
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10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 716,875

減価償却費 1,468,841

減損損失 138,229

のれん償却額 261,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,818

賞与引当金の増減額（△は減少） 377,259

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △6,287

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,778

その他の引当金の増減額（△は減少） 2,229

受取利息及び受取配当金 △19,079

支払利息 113,118

固定資産除却損 17,013

売上債権の増減額（△は増加） △205,660

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,750

仕入債務の増減額（△は減少） △15,080

未払消費税等の増減額（△は減少） 122,010

その他の流動資産の増減額（△は増加） 129,948

その他の流動負債の増減額（△は減少） △238,388

その他の固定負債の増減額（△は減少） △14,402

その他 △17,073

小計 2,875,216

利息及び配当金の受取額 7,864

利息の支払額 △93,019

法人税等の支払額 △1,112,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,677,775

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,028

定期預金の払戻による収入 74,078

有形固定資産の取得による支出 △2,853,895

有形固定資産の売却による収入 23,663

無形固定資産の取得による支出 △215,527

差入保証金の差入による支出 △134,782

差入保証金の回収による収入 180,629

預り保証金の返還による支出 △184,193

預り保証金の受入による収入 80,000

貸付金の回収による収入 1,610

その他 △17,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,055,446
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 628,431

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △504,080

自己株式の取得による支出 △107

配当金の支払額 △251,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 572,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △805,046

現金及び現金同等物の期首残高 1,395,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 590,740
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日) 

   
(注) １ 営業収益は売上高とその他の営業収入の合計であります。 

２ 事業区分は内部管理上採用している区分であります。 
３ 各事業の主な内容 
(1) 商品小売事業 ………… 食料品、日用雑貨品等の販売 
(2) 不動産等賃貸事業 …… 不動産賃貸収入及び販売受入手数料(コンセッショナリー部門の収入)等 

  

 当第３四半期連結累計期間における本国以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な支店はないた

め売上高はなく、該当事項はありません。 
  

 当第３四半期連結累計期間において輸出取引はなく、本国以外の国又は地域に所在する子会社はない

ため輸出高もなく、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

商品小売事業 
(千円)

不動産等 
賃貸事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対する売上高 85,034,664 2,189,596 87,224,261 ― 87,224,261

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 ― 15,578 15,578 (15,578) ―

計 85,034,664 2,205,175 87,239,839 (15,578) 87,224,261

  営業利益 681,247 924,310 1,605,558 (734,741) 870,817

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表等 

  （要約）前第３四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科目

前年同四半期連結累計期間
(自 平成20年２月１日
 至 平成20年10月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 83,451,290

Ⅱ 売上原価 62,532,380

   売上総利益 20,918,910

Ⅲ その他の営業収入 2,104,066

   営業総利益 23,022,977

Ⅳ 販売費及び一般管理費 21,754,988

   営業利益 1,267,988

Ⅴ 営業外収益 205,055

Ⅵ 営業外費用 105,666

   経常利益 1,367,378

Ⅶ 特別利益 37,953

Ⅷ 特別損失 350,664

  税金等調整前四半期純利益 1,054,666

   法人税、住民税及び事業税 693,157

   法人税等調整額 △73,703

   四半期純利益 435,212
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  （要約）前第３四半期連結キャッシュフロー計算書 

 
  

科目

前年同四半期連結累計期間 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成20年10月31日)

金額(千円)

Ⅰ 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 1,054,666

  減価償却費 1,478,787

  減損損失 293,516

  のれん償却額 233,716

  賞与引当金の増加額 317,198

  役員賞与引当金の増加額 53,173

  閉店損失引当金の増加額 26,206

  受取利息及び配当金 △20,412

  支払利息 99,346

  固定資産売却益 △35,376

  固定資産除却損 7,407

  売上債権の増加額 △22,760

  棚卸資産の増加額 △46,052

  仕入債務の減少額 △152,870

  未払消費税の減少額 △86,795

  その他 69,403

小     計 3,269,155

  利息及び配当金の受取額 10,582

  利息の支払額 △97,016      

  法人税等の支払額 △34,618

  法人税等の還付による収入 406,078

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,554,182

Ⅱ 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 △2,578,145

  有形固定資産の売却による収入 71,999

  無形固定資産の取得による支出 △129,479

  差入保証金の差入による支出 △119,935

  差入保証金の回収による収入 212,532

  貸付金の回収による収入 101,664
  預り保証金の増加額 121,603
  その他 △367,289

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,687,049

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額 △100,000

  長期借入金の借入による収入 4,230,000

  長期借入金の返済による支出 △4,520,300

  自己株式の取得による支出 △284

  配当金の支払額 △254,808

  財務活動によるキャッシュ・フロー △645,392

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 221,739

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,131,326

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,353,066
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