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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

22年2月期 5,054,394 △3.4 130,193 4.7 130,198 3.3 31,123 ―

21年2月期 5,230,786 1.2 124,373 △20.3 126,030 △24.2 △2,760 ―

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

円 銭 円 銭 ％ ％

22年2月期 40.68 39.21 3.7 3.5
21年2月期 △3.61 ― △0.3 3.4

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  △10,257百万円 21年2月期  △8,047百万円

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

22年2月期 3,785,288 1,144,434 22.2 1,098.56
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  840,533百万円 21年2月期  821,078百万円

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

22年2月期 361,096 △324,573 11,179 280,521
21年2月期 234,082 △325,758 165,000 224,625

2.  配当の状況 

※配当性向の23年2月期予想は34.2～40.6％としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 17.00 17.00 13,008 ― 1.5
22年2月期 ― ― ― 20.00 20.00 15,304 49.2 1.8

23年2月期 
（予想）

― ― ― 17.00 17.00 ―

（注）22年2月期期末配当金の内訳 記念配当 3円00銭

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※営業収益の通期予想は5,060,000百万円超、対前期増減率0.1％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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ―
145,000

～155,000
11.4

～19.1
145,000

～155,000
11.4

～19.0
32,000 

～38,000
2.8 

～22.1
41.82

～49.66
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定上の基礎となる株式数については、29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 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 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  35,319,696株 21年2月期  35,320,620株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年2月期 35,913 △96.6 23,780 5.4 25,269 △24.6 26,687 60.6
21年2月期 1,053,663 △49.1 22,570 △28.8 33,534 △32.3 16,615 488.9

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
円 銭 円 銭

22年2月期 34.88 33.66
21年2月期 21.71 21.71

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 1,099,251 555,632 50.5 725.43
21年2月期 950,503 538,052 56.6 702.46

（参考） 自己資本 22年2月期  555,098百万円 21年2月期  537,519百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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。 
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１．経営成績         
                       
（１）経営成績に関する分析               

  連結業績の推移 
2010年２月期
（当期） 

2009年２月期 2008年２月期 2007年２月期

営 業 収 益 (百万円) 5,054,394 5,230,786 5,167,366 4,824,775

営 業 利 益 (百万円) 130,193 124,373 156,040 189,728

経 常 利 益 (百万円) 130,198 126,030 166,326 188,303

当期純利益または当期純損失(△) (百万円) 31,123 △2,760 43,932 57,656

 

①連結業績の状況 

・当社は、2008 年８月より純粋持株会社として、企業価値向上に向け、グループマネジメント体制の改革

を続けており、当期は利益を確実に確保できる収益体制を構築し、さらなる成長を実現するため、   

グループの事業構造改革、コスト構造改革、新たな事業の展開、シナジーの追求に取り組みました。 

・当期は、世界的な景気後退の影響が長期化するなか、企業業績や雇用情勢は厳しく、個人消費の低迷が

続き、当社ならびに連結子会社 168 社の連結営業収益は、５兆 543 億 94 百万円（前期比 96.6％）とな

りました。下期には、グループをあげて取り組んだコスト構造改革において、機能会社の活用を通じた

調達コスト低減等による荒利益率のマイナス幅の改善、販管費削減等が一層進み、ＧＭＳ（総合スー  

パー）事業を中心に大きく利益を改善しました。また、米国タルボット社（The Talbots，Inc．）におけ

る業績の回復もあり、連結営業利益は 1,301 億 93 百万円（同 104.7％）、持分法適用関連会社 27 社を加

えた連結経常利益は 1,301 億 98 百万円（同 103.3％）となりました。当期純利益については、営業利益

の改善や、退職給付制度改定に伴う過去勤務債務の一括処理で発生する特別利益、米国タルボット社株

式の譲渡に伴う繰延税金資産計上による法人税等調整額の計上等の影響もあり、311 億 23 百万円（前期

より 338 億 83 百万円改善）となりました。なお、当期の連結業績では、海外連結子会社業績における   

為替の変動が、前期から営業収益で約 583 億円、営業利益で約 24 億円、経常利益で約 25 億円、当期純

利益で約 22 億円押し下げる要因となりました。 

 

【グループ事業構造改革】 

・当社は、ＳＭ（スーパーマーケット）事業における店舗網や事業体制の再構築を進めています。当期は、

地域密着型の店舗運営による競争力の強化、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しました。さらに、イオンリテール株式会社から分割したＳＭ事業を、

当社の 100％出資子会社として新設したマックスバリュ６社が承継しました。これにより、イオン   

リテール株式会社は、基幹事業としてのＧＭＳ事業に経営資源を重点的に配分し、分割したＳＭ事業に

ついても、より地域に根ざした営業力の強化、迅速な意思決定ができる体制となりました。多様化する

お客さまのニーズに対応し、お客さま満足の 大化をはかるとともに、それぞれの事業の成長を目指し

ます。 

・北米事業においては、2009 年 12 月８日付で当社、BPW 社（BPW Acquisition Corp.）、イオン USA 社

（AEON(U.S.A.), Inc.）および米国タルボット社（The Talbots, Inc.）が締結した株式譲渡・債権回収

に係る全ての契約条件が 2010 年４月７日付で成立し、当社およびイオン USA 社はタルボット社に対する 

貸付債権を全額回収するとともに、保有するタルボット社株式の全株式をタルボット社に譲渡しました。

これにより、タルボット社は 2011 年２月期期首より当社の連結範囲から除外されました。イオンの海外

における事業は、中国、アセアンへ経営資源を集中する体制となりました。 

 

【グループコスト構造改革】 

・コスト削減に顕著な成果をあげたイオンリテール株式会社の取り組みをグループ各社に水平展開し、  

連結合計で、前期比 771 億 89 百万円の販管費削減を実行しました。今後も引き続きコスト構造改革を  

推進し、成長を支える強固な収益基盤を構築してまいります。 
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【グループの成長に向けた新たな事業展開】     

・お客さまの節約志向に対応すべく、ローコストオペレーションによる食品や日用雑貨等の低価格を実現

するＤＳ（ディスカウントストア）業態の「ザ・ビッグ」は、出店、および業態転換を進め、グループ

合計30店舗となりました。ＤＳ事業を今後の成長領域ととらえ、グループ企業が持つノウハウを統括し、

新たなＤＳフォーマットを構築するべく、2010 年３月１日よりＤＳ事業 高経営責任者を新設しました。 

・首都圏を中心に展開する都市型小型スーパーの「まいばすけっと」は、当期出店スピードを加速し、84

店舗を出店、総店舗数は 113 店舗（2010 年２月 20 日時点）となりました。既存店では、お客さまからの

認知度の高まりにより、売上高の前期比が２桁増と順調に売上を伸ばしました。 

・イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」では、“地域通貨”を目指し、地域の特性に合わせた観光振興や環境保

全等に貢献する機能を持たせた「石見銀山ＷＡＯＮ」、「めぐりんＷＡＯＮ」、「nagat ＷＡＯＮ」を新た

に発行しました。また、エコポイントの交換先としても採用され、エコポイントから「ＷＡＯＮ」ポイ

ントへの交換を開始しました。さらに、株式会社吉野家の全国約 1,000 店舗への導入に向けて、沖縄県

の店舗で利用を開始するとともに（2010 年４月より、全国の「吉野家」で導入されました）、株式会社   

ファミリーマートの全国約 7,600 店舗、ヤマト運輸株式会社の全国約 3,900 営業所、日本マクドナルド

株式会社の全国約 3,200 店舗でも「ＷＡＯＮ」が利用可能となりました。グループ外での利用可能箇所

拡大や、「お客さま感謝デー」、「お客さまわくわくデー」等の「ＷＡＯＮ」利用促進企画の実施により、

カードの新規発行枚数、利用件数ともに順調に伸長しました。当期末では、発行枚数が前期末より約 570

万枚増の約 1,340 万枚、当期の決済総額は約 5,500 億円、決済平均単価は約 1,770 円となりました。 

・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。同社は、事業

の枠を超えて利用できるマーケティング情報データベースを構築し、新たな需要創出の提案を行うとと

もに、お客さまの利便性向上をはかります。 

・当社と京セラ株式会社との業務提携にもとづき、イオンのショッピングセンターへ京セラソーラー販売

店がテナントとして出店を開始したほか、住宅用太陽光発電システムの購入を促進するべく、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。イオンの直営店舗では同システムの売場を順次導入、また、イオン保険サービス株式会社が同シス

テムに係る保険サービスを提供しています。さらに今後、イオンディライト株式会社が施工サービスを

担う等、グループ各社がそれぞれの事業特性を活かし、住宅用太陽光発電システムの普及等、事業を通

じたＣＯ２排出削減に向けた取り組みを進めてまいります。 

・当社は、お客さまにご満足いただける農産物を生産・提供すること、地域密着型経営の基本理念のもと

で持続可能な農業に参画することを目指し、農場を運営するイオンアグリ創造株式会社を設立しました。

2009 年 11 月には、同社の直営農場（茨城県牛久市）で生産した野菜の販売を農場近隣店舗で開始しまし

た。 

 

【グループシナジーの追求】        

・イオンのプライベートブランド「トップバリュ」は、お客さまの声をいかした新規商品の開発や     

リニューアルを進め、衣食住それぞれの部門で売上を伸ばしました。なかでも、お客さまの節約志向に

対応し、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」の積極的な開発を進め、   

880 円のジーンズは販売本数が計画を大きく上回る 150 万本に達する等、「ベストプライス by トップ  

バリュ」の売上高は前期の約２倍となりました。また、お客さまの品質や機能に関するご要望にお応え

するべく開発した機能性肌着「トップバリュ ヒートファクト」は、グループ合計で 1,000 万枚を超える

販売数となりました。お客さまの価格へのニーズ、品質や機能へのニーズのそれぞれに対応し、    

「トップバリュ」の売上高は 4,424 億円、前期比 120.0％と伸長しました。 

・当社は、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。同社は、イオン

リテール株式会社から分割したバックオフィス業務を行う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し、グループ全体のコスト削減や生産性の向上をはかります。 
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② 個別事業の状況 
 

事業の種類別セグメント情報 営業収益（百万円） 前期比(％) 営業利益（百万円） 前期比(％)

総 合 小 売 事 業 4,086,474 96.9 44,186 79.9 

専 門 店 事 業 543,725 91.1 △642  - 

デ ィ ベ ロ ッ パ ー 事 業 165,575 104.7 38,038 96.2 

サ ー ビ ス 等 事 業 1,070,719 114.0 43,788 91.3 

計 5,866,495 99.3 125,371 100.5 

消 去 ま た は 全 社 △812,101 - 4,821 - 

連 結 5,054,394 96.6 130,193 104.7 

※事業の種類別セグメント情報の詳細については、26 ページをご参照下さい。 

 

【総合小売事業】  

総合小売事業の営業収益は４兆864億74百万円（前期比96.9％）、営業利益は441億86百万円（同79.9％）

となりました。 

当期は、持分法適用関連会社も含め、国内でＧＭＳ３店舗、ＳＭ56 店舗、ＳｕＣ（スーパーセンター）

２店舗を出店、ＧＭＳ９店舗、ＳＭ31 店舗を閉店するとともに、海外では、ＧＭＳ６店舗（中国４店舗、

アセアン２店舗）、ＳＭ２店舗（中国、アセアン各１店舗）を出店、ＧＭＳ２店舗（中国）ＳＭ１店舗     

（アセアン）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、ＳＭ36 店舗、ＳｕＣ２店舗の出店、   

ＧＭＳ７店舗、ＳＭ21 店舗の閉店となります。 

 

〈ＧＭＳ事業〉  

・国内ＧＭＳ事業各社は、お客さまの低価格志向に対応した価格、品揃えの実現に努めました。また、   

イオンリテール株式会社において、客数・買上点数の増加や経費削減の効果をあげている収益構造改革

の取り組みをグループ各社に広げました。営業収益については、低価格化を上期に大きく進めた影響も

あり伸び悩みましたが、収益改善に向けた取り組みの効果により、ＧＭＳ事業各社とも営業利益が増益

となりました。 

・イオンリテール株式会社では、お客さまにとって見やすくわかりやすい売場づくり、ＳＫＵ数や品揃え

の適正化を推進するとともに、880 円の「ベストプライス by トップバリュ ジーンズ」や、機能性肌着

「トップバリュ ヒートファクト」等、新たな需要を喚起する商品の展開を強化しました。価格の引き下

げや、天候不順の影響もあり、既存店売上高は前期比 94.7％（内訳は衣料 92.7％、食品 95.7％、住居余

暇 94.4％）となったものの、既存店客数は前期比 101.2％と伸長しました。売場や商品の改革にお客さ

まのご支持をいただき、また、グループ力を結集して実施したセールスの成功等により、厳しい消費環

境のなか、下期には既存店売上高のマイナス幅が上期より縮小し、既存店客数も上期を上回る伸びとな

りました。直営荒利益率については、上期では前期から 0.7 ポイント下回ったものの、下期は回復基調

にあり、年間では前期から 0.4 ポイントの低下にとどまりました。既存店販管費については、人件費、

設備費を中心に計画以上に削減を進め、前期比 93.2％となりました（イオンリテール株式会社の既存店

売上高等の前期比は、前期のイオン株式会社単体の上期実績とイオンリテール株式会社の下期実績を合

算した実績と比較したご参考数値となります）。 

  

〈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、商品価格の見直しを行うとともに、     

「トップバリュ」やグループの共同調達商品の販売を拡大し、競争力の強化、収益改善をはかりました。

また、地域に密着した品揃えを進めることで、買上点数は前期を上回り、今後の成長を見据えた着実な

出店の寄与もあり売上は好調に推移しました。利益については、既存店販管費は削減したものの、出店

経費が増加した影響により減益となりました。しかしながら、収益改善に向けた取り組みの効果もあり、

上期にくらべ、下期では減益幅が大きく縮小しました。 
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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、個人消費の低迷や天候不順にくわえ、タスポ効果が一巡したこと

もあり、既存店日販の前期比は 95.5％となりました。海外では、韓国ミニストップ株式会社において、

強みである店内加工ファストフードの好調等により既存店売上が堅調に推移し、また新店の寄与もあり、

現地通貨ベースで増収増益となりました。しかしながら、国内の厳しい消費環境の影響が大きく、   

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。新たな取り組みとして、同社は、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６店舗開店し

ました。改正薬事法施行を機に、ドラッグストアのノウハウと店舗網、同社の商品開発力とフランチャ

イズチェーン運営のノウハウを融合させ、お客さまの利便性を高める新たな業態を確立するべく取り組

んでいます。また、同社は今後の成長に向け、新たに中国へ進出し４店舗を出店しました。 

 

〈中国事業〉 

・中国においては日本と同様に、お客さまの低価格志向、「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、地域行事に対応した提案型売場の構築を通じ、競争力

の向上に努めました。既存店売上高は前期を上回るものの、新店に係る経費の増加、また、お客さまの

低価格志向に対応し、価格の引き下げを進めたこともあり、中国の総合小売事業各社合計の営業収益は、

1,009 億 64 百万円（前期比 102.4％）、同営業利益は、21 億 77 百万円（同 38.6％）と当社連結業績への    

影響は、増収減益（各社単純合算）となりました。 

 

〈アセアン事業〉 ※2010 年３月 1日付でアジア事業より改称しました。 

・イオンマレーシア（AEON Co. (M) Bhd.）では、独自開発商品の販売拡大、また、日用品を中心とする    

価格の引き下げや創業 25 周年を記念した特別セールがお客さまからご好評いただき、既存店売上が堅調

に推移したほか、販管費の計画的な削減を実行し、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、為替の変動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、対面販売等の新たな販売方法の導入、特定曜日

のセールスや 24 時間営業の便利さがお客さまに浸透し、厳しい消費環境のなか、既存店売上は堅調に  

推移しました。現地通貨ベースでは増収となりましたが、為替の変動により、当社連結業績への影響は

減収減益となりました。 

・アセアンの総合小売事業各社合計の営業収益は、1,061 億 72 百万円（前期比 93.0％）、同営業利益は、

53 億 81 百万円（同 95.7％）と当社連結業績への影響は、減収減益（各社単純合算）となりました。 

 

【専門店事業】  

専門店事業の営業収益は、5,437 億 25 百万円（前期比 91.1％）、営業損失は６億 42 百万円（前期より   

174 億７百万円の改善）となりました。 

 

〈専門店事業〉   

・米国タルボット社（The Talbots, Inc.）では、既存店売上高伸び率のマイナス幅が四半期ごとに着実に

縮小し、荒利益率については、値入率の改善、値下げロスや在庫の削減等により大きく改善しました。

また、本社機能の縮小、新たなＩＴシステムの導入による商品管理業務の効率化等により経費を大幅に

削減し、当社連結業績への影響は減収増益となりました。 

・国内のアパレル専門店では、個人消費の低迷を受け、厳しい売上状況となりました。しかしながら、   

店舗別の投入人時や本社人員、販促費の見直し等によるコスト削減の取り組みが進んだ株式会社   

コックスでは、増益を確保しました。このほか、株式会社未来屋書店、ペットシティ株式会社で売上が

堅調に推移するとともに、当期より連結子会社となった株式会社ジーフットの寄与もあり、国内専門店

全体では、増収減益となりました。 
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〈ドラッグ・ファーマシー事業〉 ※2010 年４月５日付でドラッグ事業より改称しました。 

・2009 年６月１日の改正薬事法施行をドラッグストア業界の新たな成長の機会ととらえ、ドラッグストア・

調剤薬局連合の名称を「イオン･ウエルシア･ストアーズ」から「ハピコム（ＨＡＰＹＣＯＭ）」に改称し、

医薬品の専売商品の強化、薬剤師教育の充実等、新たな成長戦略の展開を開始しました。 

・当社連結子会社のタキヤ株式会社、持分法適用関連会社のグローウェルホールディングス株式会社は、

それぞれ、当社連結子会社のミニストップ株式会社とともに、新業態のドラッグ＆コンビニの展開を開

始しました。ドラッグストアのノウハウと店舗網、ミニストップ株式会社の商品開発力とフランチャイ

ズチェーン運営のノウハウを融合させ、お客さまの利便性を高める新たな業態を確立するべく取り組ん

でいます。 

 

【ディベロッパー事業】 

ディベロッパー事業の営業収益は 1,655 億 75 百万円（前期比 104.7％）、営業利益は 380 億 38 百万円   

（同 96.2％）となりました。 

 

・イオンモール株式会社は、２ヶ所のモール型ショッピングセンターを開設するとともに、６ヶ所の既存

ショッピングセンターをリニューアルしました。また、中国においては、2008 年 11 月に開店したイオン

北京国際商城ショッピングセンターで、知名度の浸透や、シネマコンプレックスの導入等により、売上

が好調に推移しました。同社連結の営業収益は増収となりましたが、営業利益については、業務の効率

化や経費構造の改善により販管費を前期から削減したものの、改装コストの増加等の影響もあり、減益

となりました。12 月には、イオンの全国のショッピングセンターにおいて核店舗と専門店が一体となっ

たセールスを実施し、期間中の専門店売上が前期比 120％超と大きく伸長しました。その後も好調に推移

し、第４四半期の既存ショッピングセンターの専門店売上は、厳しい消費環境のなか、101.4％と前期を

上回りました。今後も、グループ力を結集するとともに専門店との連携をさらに強化した取り組みを進

めてまいります。 

・持分法適用関連会社のロック開発株式会社は、２ヶ所のショッピングセンターを開設しました。 

 

【サービス等事業】  

サービス等事業の営業収益は１兆 707 億 19 百万円（前期比 114.0%）、営業利益は 437 億 88 百万円（同

91.3％）となりました。 

 

〈サービス事業〉  

・イオンディライト株式会社では、機構改革による営業体制の強化をはかり、大規模商業施設や高速道路

のサービスエリアの商業施設等、グループ外での新規顧客の開拓にくわえ、環境負荷低減に関するビジ

ネスの拡大に取り組みました。企業の施設維持管理コストの見直しや投資の先送り等も影響し、営業収

益については減収となったものの、清掃業務の生産性向上や委託価格の適正化を推し進め、同社連結業

績では増益を確保しました。 

・チェルト株式会社では、資材関連事業で価格競争力の高い商品やオリジナル商品の開発・提案等を実施

し、既存顧客の取引量拡大をはかるとともに、医療施設等の新規領域での顧客獲得に取り組み、前期を

上回る売上を確保しました。一方、自動販売機関連事業では、不採算自動販売機の品揃えや設置場所の

見直しによる効率化を進めたものの、事業所の稼働時間の減少や閉鎖、天候不順等の影響を受けて売上

が伸び悩み、同社全体では減収減益となりました。 

 

〈総合金融事業〉 

・イオンクレジットサービス株式会社は、クレジットカード事業では、提携先企業やインターネットを通

じた会員募集を強化するとともに、国内ではクレジットカード、キャッシュカード、電子マネーの機能

が一体となった「イオンカードセレクト」の会員獲得を進め、同社連結の有効会員数が前期末より   

129 万人純増の 2,132 万人に拡大しました。個人消費の低迷が続くなか、国内のカードショッピング取扱

高は、「イオンカード 2,000 万人達成キャンペーン」やグループ一体となったセールス等の効果もあり、

第４四半期に入り急速に回復、前期比 107.7％となりました。また、今後の成長を担う、電子マネー事業
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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にて  

インストアブランチ 54 店舗（３月末時点）を運営し、株式会社イオン銀行の口座開設や住宅ローン等の

取り次ぎ業務を一層強化しました。海外においては、香港、タイ、マレーシアの上場会社を中心に、   

クレジットカード事業にくわえ、保険代理店事業やサービサー事業の業容を拡げ、収益源の多様化をは

かりました。また、2006 年に設立したインドネシア現地法人が順調に業績を伸ばし、2009 年 11 月には

営業利益での単月度黒字化を果たしました。同社連結では、既存事業に係る経費削減を進めたものの、

新規事業における積極的な先行投資の実施、総量規制の導入に備えた貸倒引当繰入基準の厳格化による

費用の増加、また利息返還損失引当金繰入額等を特別損失に計上したこともあり、減収減益となりまし

た。 

・持分法適用関連会社である株式会社イオン銀行については、2010 年３月末時点でのインストアブランチ

はイオンクレジットサービス株式会社が運営する銀行代理業店舗を含めて 67 店舗、ＡＴＭ設置台数は全

国で 1,641 台、預金口座数 142 万口座、預金残高約 6,400 億円、貸出金残高約 1,800 億円となりました。

新たに教育ローンの取扱いを開始したほか、グループ各社と連携した販促による認知度の向上等により、  

顧客基盤を順調に拡大しました。 

 

③「コーポレート・ガバナンス」に関する当期実施状況 

当社は、社外取締役を過半数とする監査・指名・報酬の３委員会を設置するとともに、経営の監督と   

執行の機能を各々担う取締役と執行役を配置し、経営監督をより強化する「委員会設置会社」を経営統治

形態としています。 

【取締役会・各委員会の実施状況】                                   （＊社外取締役） 

 開催状況 構成 主な役割 

取締役会 8 回 

議長 原田昭彦   ＊石坂匡身 

     岡田元也   ＊倉重英樹 

     森  美樹   ＊生田正治 

     林 直樹   ＊末吉竹二郎 

         ＊但木敬一 

・取締役及び執行役の職務執行の監督 

・会社法第 416 条に定められる取締役会 

で決定しなければならない事項及び 

執行役に委任することができない事項 

の決定 

監査委員会 13 回 

議長 ＊石坂匡身 

     ＊倉重英樹 

     ＊生田正治 

＊但木敬一 

・取締役及び執行役の職務執行の監査 

・株主総会に提出する会計監査人の 

選任・解任、ならびに会計監査人を再任

しないことに関する議案内容の決定 

指名委員会 2 回 

議長 ＊生田正治 

 ＊末吉竹二郎 

＊但木敬一 

       岡田元也 

株主総会に提出する取締役の選任及び 

解任に関する議案内容の決定 

報酬委員会 3 回 

議長 ＊倉重英樹 

     ＊石坂匡身 

＊末吉竹二郎 

       岡田元也 

取締役及び執行役が受ける個人別の 

報酬等の内容の決定 

※「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」は以下のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（東京証券取引所ホームページ：東証上場会社情報サービス） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

また、上記社外取締役５名を「独立役員」とする「独立役員届出書」を東京証券取引所へ提出し

ております。「独立役員届出書一覧」は、以下のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（東京証券取引所ホームページ：独立役員届出書一覧） 

http://www.tse.or.jp/listing/yakuin/index.html 
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④「企業の社会的責任遂行」に関する当期実施状況   

 【環境保全・社会貢献活動】 

イオンは、企業市民としての社会的責任を果たし、企業価値を継続的に高めるため、環境保全・社会

貢献活動に積極的に取り組んでいます。 

〈「イオン温暖化防止宣言」〉 

2008 年３月には、ＣＯ２の排出総量を 2012 年度に 2006 年度比約 185 万 t-ＣＯ２削減する、という国内    

小売業で初めて具体的な数値目標を定めた「イオン温暖化防止宣言」を策定しました。企業成長と環境

保全の両立をはかりながらこの目標を達成するため、イオンは“お客さまとともに”、“店舗”、“商品・

物流”の３つの視点から本業を通じた取り組みを進めています。 

お客さまとともに行う取り組みとして、「買物袋持参運動」を継続するとともに、行政や、市民団体、

地域のお客さまとの協働のもと行っている「レジ袋無料配布の中止」が、グループ全体で 268 市町村、

704 店舗（2010 年２月末時点）に拡大しました。店舗に関する取り組みでは、環境に配慮した技術や仕

組みを体系的に採用した「イオンの“エコストア”」を、当期末でグループ９店舗としたほか、既存店舗

においても省エネ施策を推進し、ＣＯ２排出量を削減しました。商品に関しては、「トップバリュ     

グリーンアイ」でのバイオマス包装材の活用や、お客さまにご協力いただき店頭回収した資源の   

「トップバリュ 共環宣言」への再商品化を継続しました。さらに、商品の原材料から加工段階、流通、

商品、廃棄、リサイクルまでの商品のライフサイクルで発生するＣＯ２排出量を商品に記載した「カー  

ボンフットプリント（ＣＦＰ）」対象商品の試験販売や「トップバリュ」でのＣＦＰ対象商品の販売を開

始しました。物流に関しては、モーダルシフトや店舗への商品配送の効率化等を継続して実施しました。 

〈植樹活動〉 

財団法人イオン環境財団は、国内外 13 ヶ所で植樹活動を行い、「イオン ふるさとの森づくり」と合わ

せた植樹本数は、累計で 923 万本（2010 年２月末時点）となりました。同財団では、2010 年 10 月に    

愛知県名古屋市で開催されるＣＯＰ10（生物多様性条約第 10 回締約国会議）に向けて、環境省との共催

により、生物多様性の保全または生物多様性の持続可能な利用に顕著な貢献が認められる取り組みを顕

彰する「生物多様性 日本アワード」を創設しました。第１回受賞者を選定し、2009 年 10 月に顕彰を行

いました。 

〈地域防災協力協定〉 

地域貢献活動の一環として、災害時の救援物資や避難場所の提供等について、グループの店舗や事業

所において地方自治体と締結している地域防災協力協定の締結数は、1,099 件（2010 年２月末時点）と

なりました。 

〈学校建設支援〉 

グループ優良企業が税引き前利益の１％を拠出し、「環境保全」「国際的文化・人材交流、人材育成」「地

域の文化・社会の振興」を柱に地域社会への貢献活動を行うイオン１％クラブでは、財団法人日本   

ユニセフ協会とのパートナーシップのもと、お客さまのご協力をいただきながら 2001 年よりアジア各国

で学校建設支援を継続しており、カンボジア、ネパール、ラオスの３カ国での建設支援校数が 326 校と

なりました。 
 
【2010 年２月期の主な募金・支援活動】  ※イオンからの寄付は、イオン１％クラブから拠出いたしました。        

募 金 名 お客さま募金額 イオン寄付額 支援総額 

｢地雷・クラスター爆弾をなくそう！｣キャンペーン 57,404,489 円 57,500,000 円 114,904,489 円

イタリア地震緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

ラオス学校建設支援募金 38,242,627 円 38,257,373 円 76,500,000 円

山口県豪雨災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

九州北部豪雨災害緊急支援 - 3,000,000 円 3,000,000 円

兵庫県豪雨災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

台湾台風災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

フィリピン台風 16 号災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

ベトナム台風災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

スマトラ島沖地震災害緊急支援 - 5,000,000 円 5,000,000 円

スマトラ島沖地震災害緊急支援募金 12,753,736 円 12,746,264 円 25,500,000 円

ハイチ地震災害緊急支援 - 3,000,000 円 3,000,000 円

ハイチ地震災害緊急支援募金 48,609,734 円 51,390,266 円 100,000,000 円
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⑤次期の見通し 
 

連 結 業 績 予 想 2011年２月期 
2010年２月期 
(当期実績) 

営 業 収 益 (百万円) 5,060,000超 5,054,394 

営 業 利 益 (百万円) 145,000～155,000 130,193 

経 常 利 益 (百万円) 145,000～155,000 130,198 

当 期 純 利 益 (百万円) 32,000～38,000 31,123 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 41.82～49.66 40.68 

Ｒ Ｏ Ｅ ( 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 ) (％) 3.8～4.5 3.7 

 

・当社は、純粋持株会社として、変化への対応力を高め、グループシナジーを 大化するため、2010 年   

３月１日より代表執行役副社長の新設をはじめとする組織改革を実施しました。2011 年２月期は、引き

続きグループの事業構造改革や、収益構造改革に取り組むとともに、中国事業、アセアン事業、戦略的

小型店事業等の成長を加速させてまいります。 

・業績予想については、天候、景気動向等の変動要因を勘案し、レンジで表記しています。また、純粋持

株会社としてグループ経営を行っており、当社の個別業績予想は非開示としております。 

 

【総合小売事業】 

開 店 予 定 2011年２月期予定 2010年２月期実績 

Ｇ Ｍ Ｓ (店) 4（0）＊ 3（0）＊ 
国 内 

Ｓ Ｍ (店) 36（8）＊ 56（20）＊ 

Ｇ Ｍ Ｓ (店)  5 4 
中 国 

Ｓ Ｍ (店) 1 1 

Ｇ Ｍ Ｓ (店) 2 2 
ア セ ア ン 

Ｓ Ｍ (店) 2 1 

  ＊（ ）内の数値は、開店店舗数のうち、持分法適用関連会社の実績です。 
 

・国内ＧＭＳ事業では、着実に売上および荒利益を確保するべく、グループ機能会社の活用による調達  

コストのさらなる低減、適切な品揃えと発注精度の向上、在庫管理の徹底に取り組むとともに、イオン

のショッピングセンターが一体となったセールスを実施する等、グループの総力を結集した取り組みを

推進します。また、売場の専門化を通じた競争力および販売効率の向上をはかってまいります。さらに、

商品関連および後方業務等のグループインフラ活用を一層進め、店舗業務の効率化等のコスト構造改革

の取り組みを継続し、収益力改善を推進します。 

・ＳＭ事業は、積極的な出店と、既存店の強化を並行して進めるとともに、経費削減や「トップバリュ」

の拡販、グループ共同調達の活用を通じ、厳しい競争環境のなかでも成長を続けてまいります。また、

2010 年２月 21 日にイオンリテール株式会社からＳＭ事業を承継した新設のマックスバリュ６社につい

ても、地域に根ざした営業体制の構築をはかります。 

・中国事業では、ＧＭＳ５店舗、ＳＭ１店舗の開店を予定しています。収益力を高めるべく、従業員の   

売場運営能力や商品力の向上をはかるとともに、店舗数拡大に向け、現地での商品開発力強化、ＩＴ、

物流の効率化等に取り組みます。 

・アセアン事業では、ＧＭＳ２店舗、ＳＭ２店舗の開店を予定しています。現地開発商品の拡販、教育の

強化による従業員の販売能力や商品管理力の向上により収益力の強化をはかります。 
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【専門店事業】 

・専門店事業では、2010 年８月（予定）に株式会社コックスと株式会社ブルーグラスの合併により誕生す

る新生株式会社コックスが、収益性の改善を進めるとともに、衣料部門のＭＤ改革を推進し、イオンの

ＧＭＳ、専門店事業各社が横断的に活用できるＳＰＡ事業プラットフォームの構築を進めてまいります。 

・ドラッグ・ファーマシー事業では、「ハピコム」各社がドラッグストアとしての専門性を高めるとともに、

地域のお客さまの生活に密着し、地域の医療機関とのネットワークづくりを進めるほか、専売商品  

「ハピコム」の開発、販売拡大に取り組みます。また、当社は、株式会社ＣＦＳコーポレーションとの

提携関係を強化し、相互に経営資源・人材を 大限に活用することで、同社の成長を加速させるととも

にイオンのＨ＆ＢＣ（ヘルス＆ビューティケア）分野を強化してまいります。 

 

【ディベロッパー事業】 

・イオンモール株式会社と持分法適用関連会社のロック開発株式会社の２社が、新規のショッピング    

センターあわせて４ヶ所の開設を予定しています。イオンモール株式会社については、中国の    

「イオンモール天津ＴＥＤＡショッピングセンター」を含む新規３ショッピングセンターを開設すると

ともに、既存の 12 ショッピングセンターの活性化を進めます。また、イオンのショッピングセンターが

一体となったセールスの展開等により、ショッピングセンターの競争力強化をはかります。プロパティ

マネジメント事業では、「イオンモールＫＹＯＴＯ」（京都府）のオープンを予定しています。 

 

【サービス等事業】 

・サービス事業では、2010 年９月（予定）にイオンディライト株式会社とチェルト株式会社の合併により

誕生する新生イオンディライト株式会社が、企業、団体等においてノンコア業務のアウトソースニーズ

が高まるなか、これまでのビルメンテナンスや資材供給といったビジネスの枠を越え、幅広い業務を一

括して担うサービスを提供する等、総合ファシリティマネジメントサービス（ＦＭＳ）企業を目指した

取り組みを進めてまいります。 
・総合金融事業においては、イオンクレジットサービス株式会社は、決済事業の強化、フィービジネスの

拡大、海外事業の拡大に取り組むことで事業構造の転換を一層進め、経営体質の強化をはかります。  

決済事業では、新規事業の成長をはかるべく電子マネー事業の拡大を進め、主力事業のクレジット   

カード事業では新たな顧客獲得、イオンの小売店舗との共同企画の実施や、サービス・特典の強化によ

るカード稼働率の向上を推進します。フィービジネスでは、銀行代理業や保証事業の拡大等に取り組み、

海外事業では、クレジットカード事業強化にくわえ、保険代理事業、サービサー事業等の業容拡大を  

はかります。 

・株式会社イオン銀行は、収益性向上をはかるべく、業務委託等を活用した効率化に取り組むほか、    

営業面では、住宅ローン契約者さま向けにイオン店舗での毎日のお買い物が５％お得になる「ＡＥＯＮ   

ＳＥＬＥＣＴ ＣＬＵＢ（イオンセレクトクラブ）」を設立する等、お客さまの声を真摯に受けとめ、  

「商業と金融の融合」を目指して小売事業と連動した金融サービスの開発、提供に取り組んでまいりま

す。 

・デジタルビジネス事業（2010 年３月１日付でノンストア事業より改称）では、三大都市圏を中心にネット   

スーパーの展開を拡大し、グループで 120 店舗体制を構築してまいります。 
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（２）財政状態に関する分析 

＜連結資産・負債・純資産・キャッシュフローの状況＞ 

区   分 
2010 年２月期

(当期) 
2009 年２月期 2008 年２月期 2007 年２月期

総 資 産 (百万円) 3,785,288 3,741,447 3,591,406 3,534,346 

有 利 子 負 債 (百万円) 1,250,735 1,194,612 1,041,266 1,041,589 

( 金 融 子 会 社 有 利 子 負 債 ) (百万円) (518,910) (535,531) (558,468) (547,325)

(金融子会社除く有利子負債) (百万円) (731,825) (659,081) (482,798) (494,264)

純 資 産 (百万円) 1,144,434 1,105,712 1,167,477 1,200,783 

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 280,521 224,625 159,744 382,851 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 361,096 234,082 200,050 141,644 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △324,573 △325,758 △291,283 △364,248 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 11,179 165,000 △141,266 314,348 

 

（当連結会計期間末の資産・負債・純資産の状況）  

〈資産の状況〉  

・連結総資産は、前期末より 438 億 40 百万円増加し、３兆 7,852 億 88 百万円(前期比 101.2％)となり

ました。 

・流動資産は、前期末より 191 億 49 百万円増加しました。現金及び預金、受取手形及び売掛金が前期末

よりそれぞれ 539 億 79 百万円、96億 45 百万円増加し、営業貸付金が 602 億３百万円減少しておりま

す。 

・固定資産は、投資有価証券の取得等により前期末より 249 億 24 百万円増加しました。 

 

〈負債の状況〉 

・連結負債は、前期末より 51 億 18 百万円増加し、２兆 6,408 億 53 百万円(前期比 100.2％)となりまし

た。設備関係支払手形が 1,214 億 98 百万円減少した一方、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

減少 1,660 億 73 百万円、新株予約権付社債の発行による 1,000 億円の資金調達等により有利子負債が

561 億 23 百万円増加し、イオンリテール株式会社、イオンモール株式会社等において期末日が金融機

関の休業日であったため、支払手形及び買掛金とショッピングセンターの専門店売上の預り金を含む

流動負債その他が 949 億 35 百万円増加したことが主な要因です。 

 

〈純資産の状況〉 

・純資産は、前期末より 387 億 22 百万円増加し、１兆 1,444 億 34 百万円(前期比 103.5％)となりまし

た。 

・株主資本は、「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)の適用に伴い期首剰余金が 52 億 25 百万円減少したほか、配当金の

支払 130 億８百万円、当期純利益 311 億 23 百万円等により 8,524 億 56 百万円となりました。 

・少数株主持分は、前期末より 191 億 33 百万円増加し、3,029 億 80 百万円となりました。 

 

（当連結会計期間のキャッシュ・フローの状況） 

〈現金及び現金同等物の残高状況〉 

・現金及び現金同等物の期末残高は、前期末より 558 億 95 百万円増加し、2,805 億 21 百万円となりま

した。 

 

〈営業活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・営業活動の結果、増加した資金は 3,610 億 96 百万円（前期比 154.3％）となりました。営業活動によ

るキャッシュ・フローが前期に比べて 1,270 億 14 百万円増加した主な要因は、期末日が銀行休業日で
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あった影響等により仕入債務の増減額が 233 億 34 百万円、その他の資産・負債の増減額が 240 億 16

百万円それぞれ増加したことに加え、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

が前期と比べて 358 億 90 百万円増加したこと等によるものです。 

 

〈投資活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・投資活動の結果、減少した資金は 3,245 億 73 百万円（前期比 99.6％）となりました。前期と比べて

投資有価証券の売却による収入が198億４百万円および預り保証金の受入による収入が185億35百万

円減少した一方、固定資産の取得に伴う支出が前期と比べ 423 億 96 百万円減少したこと等により、投

資活動によるキャッシュ･フローが前期に比べて 11 億 84 百万円増加しました。 

 

〈財務活動によるキャッシュ・フローの状況〉 

・財務活動の結果、増加した資金は前期から 1,538 億 21 百万円減少し、111 億 79 百万円(前期比 6.8％)

となりました。前期と比べて、新株予約権付社債の発行により 1,000 億円、社債の発行により 364 億

10 百万円それぞれ収入が増加した一方、短期借入金およびコマーシャル・ペーパーの増減額が 3,307

億５百万円減少したこと等によるものです。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当  

①中長期的な基本方針 

イオン株式会社は、中長期的な成長による企業価値向上と利益還元のバランスの 適化をはかるこ

とを重要施策として位置づけ、経営パートナーである株主の皆さまに、利益配分をさせていただきま

す。 

〈配当金について〉 

株主の皆さまからお預かりした資本に対していかに報いるかという視点に立ち、連結業績を勘案し

た配当政策を行ってまいります。 

具体的には、１株当たり年間配当金 15 円を下限にしつつ、連結配当性向 15％以上を目標として定

め、利益成長とともにさらなる利益還元に努めてまいります。 

〈内部留保資金の主な使途について〉 

内部留保資金については、将来の事業発展に必要不可欠な成長投資として活用し、中長期的な成長

による企業価値向上を通じて、株主の皆さまの期待にお応えしてまいります。 

 

②2010 年２月期の利益配分および株主配当金の支払い開始日 

当社は、2010 年、前身であるジャスコ株式会社の誕生から、40 周年を迎えました。株主の皆さま  

からの永年にわたるご支援にお応えするため、当期の剰余金の配当は、普通配当 17 円にジャスコ誕生

40 周年記念配当３円をくわえ、１株当り 20 円とさせていただきます。 

なお、配当金の支払開始日（効力発生日）は、2010 年４月 26 日（月曜日）からとさせていただき

ます。 

 

③2011 年２月期の利益配分（予定） 

イオン株式会社では、中間配当は行っておりませんが、１株当たり年間配当金および内部留保資金

の主な使途を、上記の中長期的な基本方針に基づき予定しております。 
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２．企業集団の状況 
 

  当企業集団は、当社（純粋持株会社）及び 168 社の連結子会社、27 社の持分法適用関連会社により構成され、 

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事業を主力事業としております。そのほか、

専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努め、企業集団の多角化を図っております。 

  当社及び関係会社の事業にかかる位置づけ並びに事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりです。 

 総合小売事業････････････ セルフサービスによる販売方法を中心としたゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(ＧＭＳ)、

スーパーマーケットの他、コンビニエンスストア及び百貨店等の小売業を営んでおります。

 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

店を営んでおります。 

 ディベロッパー事業･･････ 商業施設の開発や賃貸運営に携わっております。 

 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、さまざまなサービス等事業を

営んでおります。 

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※国内外の証券市場に公開している連結子会社は以下の通りです。 

東 証 市 場 第 一 部 ： ミニストップ㈱、イオンクレジットサービス㈱、イオンモール㈱、イオンディライト㈱ 
㈱イオンファンタジー、イオン北海道㈱ 

東 証 市 場 第 二 部 ： マックスバリュ東北㈱、マックスバリュ東海㈱、㈱ツヴァイ 

大 証 市 場 第 二 部 ： マックスバリュ西日本㈱ 

名 証 市 場 第 二 部 ： マックスバリュ中部㈱、㈱ジーフット 

ジャスダック証券取引所 ： イオン九州㈱、マックスバリュ北海道㈱、㈱コックス、㈱ブルーグラス、チェルト㈱、㈱サンデー 

ニューヨーク証券取引所 ： THE TALBOTS,INC. 

マレーシア証券取引所 ： AEON CO.(M)BHD.、AEON CREDIT SERVICE(M)BERHAD 

香 港 証 券 取 引 所 ： AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD.、AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD. 

タ イ 証 券 取 引 所 ： AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC．  

（ＧＭＳ） 
連結子会社 
※イオン九州㈱ 
  琉球ジャスコ㈱ 
※AEON STORES (HONG KONG)CO.,LTD. 
※AEON CO.(M)BHD. 
 ㈱マイカル 
 イオンマルシェ㈱ 
※イオン北海道㈱ 

他４社 
持分法適用関連会社 
 ㈱ダイエー 

（スーパーマーケット） 
連結子会社 
※マックスバリュ北海道㈱ 
※マックスバリュ東北㈱ 
※マックスバリュ東海㈱ 
※マックスバリュ中部㈱ 
※マックスバリュ西日本㈱ 
 マックスバリュ九州㈱      他９社
持分法適用関連会社 
 ㈱カスミ 
 ㈱マルエツ 
 ㈱ベルク 

（ＧＭＳ） 
連結子会社 
 イオンリテール㈱ 

（その他） 
連結子会社 
  イオンスーパーセンター㈱ 
      (スーパーセンター) 
※㈱サンデー(ホームセンター) 他２社

（コンビニエンスストア） 
連結子会社 
※ミニストップ㈱     

                    他３社 

商品の供給 
役務の提供 商品の供給 

商品の供給 商品の供給 

≪総合小売事業≫ 

≪専門店事業≫ 
連結子会社 
※㈱コックス 
※THE TALBOTS,INC. 
※㈱ブルーグラス 
※㈱ジーフット 

㈱イオンフォレスト 
オリジン東秀㈱         

他 33 社 
 

持分法適用関連会社 
クレアーズ日本㈱ 
㈱メディカル一光 
寺島薬局㈱ 
㈱タカキュー 
㈱やまや 

           他５社 

≪ディベロッパー事業≫ 
連結子会社 

イオンリテール㈱ 
※イオンモール㈱ 
             他 18 社

 
持分法適用関連会社 
  ロック開発㈱          

他３社

≪サービス等事業≫ 
連結子会社 
※イオンクレジットサービス㈱ 
※AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD. 
※AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC. 
※AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 
                     (金融サービス業) 
※㈱イオンファンタジー 

(アミューズメント事業) 
㈱イオンイーハート(レストラン業) 

※イオンディライト㈱(メンテナンス業) 
アイク㈱(輸出入及び卸売業) 
イオントップバリュ㈱ 

 (PB 商品の企画・開発、製造委託及び供給)
※チェルト㈱ 
 (ビジネス・サプライ、ベンディング事業)
※㈱ツヴァイ(結婚情報サービス業) 

                 他 64 社
持分法適用関連会社 
 ㈱イオン銀行                  他８社

店舗内出店 店舗等の開発・賃貸 
クレジット業務委託 
各種サービスの提供 
店舗内出店、商品の供給 

≪純粋持株会社≫ 
イオン㈱ 

(連結財務諸表提出会社) 
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３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針  

イオンは、「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」という不変の理念

のもと、「すべてはお客さまのために」という視点から、外部環境やお客さまニーズの変化に迅速かつ的

確に対応し、絶えず革新し続けることで「お客さま第一の顧客満足業」への進化を果たしてまいります。 

イオンは、「グローカル」な企業を目指しています。「グローカル」とは、グローバルレベルで通用す

る経営品質と地域（ローカル）に密着した経営の双方を高いレベルで真に実現しようとするものです。 

イオンはＣＳＲ（企業の社会的責任）の視点から、イオンが共有すべき日常行動の基本的な考え方、

判断基準をまとめた「イオン行動規範」を策定し、定着・浸透を図っています。 

この行動規範に則り、お客さまをはじめ、株主や取引先の皆さま、地域社会、従業員と良好な関係を

築き、お客さまにご満足いただける商品やサービスを提供し続けることで、長期的な繁栄と成長を遂げ

てまいります。 

 

（２）中期的な会社の経営戦略   

当社は、グループマネジメント体制を進化させることで継続的な企業価値向上をはかるため、2008 年

８月 21 日より純粋持株会社に移行しました。純粋持株会社体制のもとで、事業構造の再構築、新たな成

長領域への経営資源の投入、社会貢献や環境への配慮等にグループをあげて取り組むことにより、中長

期的なグループ企業価値の向上、ひいては株主価値の向上をはかってまいります。 
 

（３）会社の対処すべき課題   

一部の業界で業績回復のきざしが見られるものの、完全失業率の高止まりや個人所得の落ち込みによ

る消費の冷え込みが解消するまでには至らず、現下の厳しい事業環境は当面継続するものと考えており

ます。当社は厳しい環境下においても着実に収益を確保していくとともに、将来のグループ成長を牽引

する事業の育成に取り組んでまいります。 

① グループ事業構造改革の推進 

当社は、純粋持株会社として、経営資源の選択と集中を進め、グループ事業構造の転換をはかってま

いります。グループ企業間の事業領域および機能の重複や分散を解消、整理することでシナジー効果を

高めるとともに、将来のグループ成長を牽引する事業に経営資源を重点的に配分してまいります。 

② グループコスト構造改革の推進 

成長を支える強固な経営基盤の構築、および成長を牽引する事業へ配分する投資原資の創出に向け、

グループ一体となってコスト構造改革を継続します。グループ内での効率的な人材配置の実施や、   

グループ力を活かした販促活動の実施等に取り組み、ローコスト化を進めてまいります。コスト構造  

改革により創出したキャッシュフローは、成長領域へ重点的に配分するとともに、成長を支える強い  

財務基盤の構築に振り向けてまいります。 

③ ＧＭＳ改革の推進 

グループにおける収益構成比が も高いＧＭＳ事業の収益性を改善するため、引き続きコスト構造改

革を進めるとともに、ＧＭＳの魅力を高めるべく、衣料や住居余暇部門における専門化、低収益店舗の

収益力改善に重点的に取り組みます。 

④ 成長領域における事業展開の加速 

中国、アセアンは、高い経済成長と中産階級の台頭、それにともなう小売市場の急成長が見込まれて

おります。当社は、中国、アセアンを重点地域と位置づけ、小売、ディベロッパー、金融、サービス各

事業を複合的に展開できる強みを活かし、同地域での事業展開を加速してまいります。 

国内においては、人口集中度が高まる大都市圏を中心に「まいばすけっと」等小型スーパー業態での

出店を積極的に進めるとともに、お客さまの節約志向に対応したＤＳ業態での出店も加速してまいりま

す。また、成長著しいインターネットの小売市場を取り込むべく、グループの各事業の持つ経営資源を

結集し、デジタルビジネス事業に取り組んでまいります。 
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４.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(2010年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 240,447 294,427

受取手形及び売掛金 314,134 323,779

有価証券 3,215 3,372

たな卸資産 342,904 333,624

繰延税金資産 33,087 41,367

営業貸付金 483,527 423,324

その他 148,979 167,318

貸倒引当金 △52,361 △54,129

流動資産合計 1,513,935 1,533,085

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 937,491 934,161

工具、器具及び備品（純額） 131,088 119,140

土地 330,662 347,211

リース資産（純額） － 3,140

建設仮勘定 20,017 25,599

その他（純額） 3,504 3,394

有形固定資産合計 1,422,764 1,432,648

無形固定資産   

のれん 72,425 69,479

ソフトウエア 30,657 28,592

リース資産 － 1,154

その他 23,712 20,589

無形固定資産合計 126,795 119,816

投資その他の資産   

投資有価証券 190,314 242,111

繰延税金資産 70,543 61,519

差入保証金 338,391 321,571

店舗賃借仮勘定 4,012 4,219

その他 92,431 86,922

貸倒引当金 △17,976 △16,607

投資その他の資産合計 677,718 699,737

固定資産合計 2,227,278 2,252,202

繰延資産   

株式交付費 233 －

繰延資産合計 233 －

資産合計 3,741,447 3,785,288
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(2010年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 583,033 637,470

短期借入金 181,253 89,180

1年内返済予定の長期借入金 128,748 183,203

1年内償還予定の社債 27,120 27,518

コマーシャル・ペーパー 81,000 7,000

リース債務 － 571

未払法人税等 34,564 33,233

賞与引当金 16,933 15,183

店舗閉鎖損失引当金 4,302 3,770

ポイント引当金 7,194 7,981

設備関係支払手形 149,389 27,890

その他 314,548 355,047

流動負債合計 1,528,089 1,388,050

固定負債   

社債 192,169 223,182

新株予約権付社債 － 99,998

長期借入金 584,321 616,213

リース債務 － 3,869

繰延税金負債 8,714 13,140

退職給付引当金 30,367 13,413

役員退職慰労引当金 1,240 1,062

店舗閉鎖損失引当金 8,490 8,244

偶発損失引当金 1,332 1,005

利息返還損失引当金 11,936 22,840

商品券回収損失引当金 2,203 2,240

長期預り保証金 231,250 220,266

その他 35,619 27,325

固定負債合計 1,107,646 1,252,802

負債合計 2,635,735 2,640,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 199,054 199,054

資本剰余金 264,967 264,963

利益剰余金 434,991 449,950

自己株式 △61,517 △61,512

株主資本合計 837,495 852,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,591 △718

繰延ヘッジ損益 △1,577 △1,863

為替換算調整勘定 △10,248 △9,340

評価・換算差額等合計 △16,417 △11,922

新株予約権 787 920

少数株主持分 283,846 302,980

純資産合計 1,105,712 1,144,434

負債純資産合計 3,741,447 3,785,288
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

売上高 4,706,069 4,542,599

売上原価 3,374,213 3,269,190

売上総利益 1,331,855 1,273,408

その他の営業収入 524,717 511,795

営業総利益 1,856,572 1,785,203

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 115,390 103,066

貸倒引当金繰入額 29,522 32,221

従業員給料及び賞与 596,351 572,842

賞与引当金繰入額 16,933 15,183

法定福利及び厚生費 90,652 87,106

水道光熱費 99,425 90,872

減価償却費 130,435 133,290

修繕維持費 101,276 84,504

地代家賃 273,842 274,680

のれん償却額 8,192 7,563

その他 270,177 253,678

販売費及び一般管理費合計 1,732,199 1,655,010

営業利益 124,373 130,193

営業外収益   

受取利息 3,293 2,942

受取配当金 1,319 959

負ののれん償却額 11,406 11,571

テナント退店違約金受入益 3,609 3,487

償却債権取立益 2,366 3,273

その他 6,483 6,288

営業外収益合計 28,478 28,522

営業外費用   

支払利息 11,751 12,366

持分法による投資損失 8,047 10,257

その他 7,022 5,894

営業外費用合計 26,821 28,517

経常利益 126,030 130,198
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

特別利益   

固定資産売却益 1,747 2,273

投資有価証券売却益 20,424 46

投資有価証券償還益 2,705 －

持分変動利益 860 387

貸倒引当金戻入額 741 1,511

退店違約金受入益 － 2,838

退職給付引当金戻入額 － 18,048

その他 11,061 8,724

特別利益合計 37,540 33,831

特別損失   

固定資産除却損 4,654 3,312

減損損失 55,584 26,723

投資有価証券評価損 717 108

貸倒引当金繰入額 8,196 3,110

店舗閉鎖損失 1,365 1,649

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,324 2,474

利息返還損失引当金繰入額 － 14,000

在米子会社の事業撤退費用 4,656 1,693

その他 12,459 4,714

特別損失合計 90,959 57,789

税金等調整前当期純利益 72,611 106,240

法人税、住民税及び事業税 60,754 49,106

法人税等調整額 2,718 3,926

法人税等合計 63,472 53,032

少数株主利益 11,898 22,085

当期純利益又は当期純損失（△） △2,760 31,123
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 199,054 199,054

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 199,054 199,054

資本剰余金   

前期末残高 264,968 264,967

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 264,967 264,963

利益剰余金   

前期末残高 453,399 434,991

実務対応報告第18号の適用による影響額 － △5,225

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益又は当期純損失（△） △2,760 31,123

自己株式の処分 － △0

在米子会社の米国会計基準適用に伴う利益
剰余金の増減額

△2,639 2,070

当期変動額合計 △18,407 20,184

当期末残高 434,991 449,950

自己株式   

前期末残高 △61,515 △61,517

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △4

自己株式の処分 11 9

当期変動額合計 △2 5

当期末残高 △61,517 △61,512

株主資本合計   

前期末残高 855,906 837,495

実務対応報告第18号の適用による影響額 － △5,225

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益又は当期純損失（△） △2,760 31,123

自己株式の取得 △14 △4

自己株式の処分 10 5

在米子会社の米国会計基準適用に伴う利益
剰余金の増減額

△2,639 2,070

当期変動額合計 △18,411 20,186

当期末残高 837,495 852,456
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,977 △4,591

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,568 3,872

当期変動額合計 △19,568 3,872

当期末残高 △4,591 △718

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △916 △1,577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △660 △286

当期変動額合計 △660 △286

当期末残高 △1,577 △1,863

為替換算調整勘定   

前期末残高 △220 △10,248

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,027 908

当期変動額合計 △10,027 908

当期末残高 △10,248 △9,340

評価・換算差額等合計   

前期末残高 13,839 △16,417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,257 4,494

当期変動額合計 △30,257 4,494

当期末残高 △16,417 △11,922

新株予約権   

前期末残高 427 787

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 359 132

当期変動額合計 359 132

当期末残高 787 920

少数株主持分   

前期末残高 297,302 283,846

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,455 19,133

当期変動額合計 △13,455 19,133

当期末残高 283,846 302,980
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

純資産合計   

前期末残高 1,167,477 1,105,712

実務対応報告第18号の適用による影響額 － △5,225

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益又は当期純損失（△） △2,760 31,123

自己株式の取得 △14 △4

自己株式の処分 10 5

在米子会社の米国会計基準適用に伴う利益剰
余金の増減額

△2,639 2,070

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,353 23,760

当期変動額合計 △61,764 43,947

当期末残高 1,105,712 1,144,434
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

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 72,611 106,240

減価償却費 140,313 141,905

のれん償却額 8,192 7,563

負ののれん償却額 △11,406 △11,571

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,481 32,358

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 3,395 10,904

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） 2,203 36

賞与引当金の増減額（△は減少） △158 △1,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,936 △14,688

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,673 △776

受取利息及び受取配当金 △4,612 △3,901

支払利息 11,751 12,366

為替差損益（△は益） 946 △1,058

持分法による投資損益（△は益） 8,047 10,257

固定資産売却益 △1,747 △2,273

固定資産売除却損 4,911 3,263

減損損失 55,584 26,723

持分変動損益（△は益） △860 △283

投資有価証券償還益 △2,705 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △20,421 47

投資有価証券評価損益（△は益） 717 108

売上債権の増減額（△は増加） 5,384 △14,599

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,207 12,378

営業貸付金の増減額（△は増加） △18,385 17,738

仕入債務の増減額（△は減少） 25,062 48,396

その他の資産・負債の増減額 20,486 44,502

その他 2,962 △4,015

小計 309,937 420,022

利息及び配当金の受取額 3,969 3,412

利息の支払額 △11,563 △11,576

法人税等の支払額 △68,260 △50,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 234,082 361,096
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

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 △6,523 △4,825

有価証券の売却による収入 10,351 4,945

固定資産の取得による支出 △349,786 △307,390

固定資産の売却による収入 7,021 6,784

投資有価証券の取得による支出 △33,590 △47,645

投資有価証券の売却による収入 31,301 11,497

投資有価証券の償還による収入 2,705 －

事業譲渡による収入 － 5,964

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△963 △12

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 1,183

差入保証金の差入による支出 △17,358 △13,820

差入保証金の回収による収入 20,520 24,989

預り保証金の受入による収入 32,021 13,486

預り保証金の返還による支出 △20,870 △22,980

その他 △635 3,251

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,758 △324,573

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）

162,288 △168,416

長期借入れによる収入 212,018 236,347

長期借入金の返済による支出 △175,423 △160,523

社債の発行による収入 21,140 57,550

社債の償還による支出 △25,092 △27,878

新株予約権付社債の発行による収入 － 100,000

更生債権等の弁済額 △2,698 △2,080

少数株主からの払込みによる収入 1,099 －

少数株主への払戻による支出 △373 △10

配当金の支払額 △13,008 △13,008

少数株主への配当金の支払額 △10,519 △9,080

その他 △4,430 △1,720

財務活動によるキャッシュ・フロー 165,000 11,179

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,443 1,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,881 49,550

現金及び現金同等物の期首残高 159,744 224,625

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）

－ 6,344

現金及び現金同等物の期末残高 224,625 280,521
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 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、当連結会計年度より「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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(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) 

 当連結会計年度より、「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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(リース取引に関する会計基準) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号(平成５年６月 17

日(企業会計審議会第一部会)、平成 19 年３月 30 日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第 16号(平成６年１月 18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成 19年３月 30日改正))

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が同会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

追加情報 

(社債発行費) 

2009 年 11 月 25 日を払込期日とした転換社債型新株予約権付社債(第６回３年債及び第７回４年債)は、引受人が

発行価格(各社債の金額 100 円につき金 102.5 円)で一般募集を行い、これを発行価格と異なる発行価額(各社債の

金額 100 円につき金 100 円)で提出会社に払込を行っております。引受けの条件上、発行価格と発行価額との差額

の総額は引受人の手取金となり、引受手数料は支払わないこととされています。従って、当連結会計年度における

社債発行費(営業外費用「その他」)には、当該新株予約権付社債の発行に係る引受手数料相当額 2,500 百万円は含

まれておりません。 

 

 なお、上記「会計方針の変更」以外は、 近の有価証券報告書(2009 年５月 15 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。 

 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関す

る注記事項等については、決算短信における開示を省略しております。 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 2008 年２月 21 日  至 2009 年２月 28 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)

Ⅰ 営業収益及び営業損益    

  営業収益    

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

4,167,302 591,899 110,316 361,268 5,230,786 ― 5,230,786

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

47,880 4,891 47,851 578,163 678,788 (678,788) ―

計 4,215,182 596,790 158,168 939,432 5,909,574 (678,788) 5,230,786

  営業費用 4,159,882 614,840 118,635 891,448 5,784,806 (678,393) 5,106,412

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

55,300 △18,049 39,532 47,983 124,767 (394) 124,373

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   

資産 1,844,043 324,417 672,569 1,102,795 3,943,825 (202,377) 3,741,447

減価償却費 91,301 17,241 20,120 19,063 147,727 778 148,505

減損損失 18,811 35,341 921 510 55,584 ― 55,584

資本的支出 225,934 16,940 78,236 28,675 349,786 ― 349,786

 
当連結会計年度(自 2009 年３月１日  至 2010 年２月 28 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)

Ⅰ 営業収益及び営業損益    

  営業収益    

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

4,040,525 536,576 114,449 362,844 5,054,394 ― 5,054,394

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

45,949 7,149 51,126 707,875 812,101 (812,101) ―

計 4,086,474 543,725 165,575 1,070,719 5,866,495 (812,101) 5,054,394

  営業費用 4,042,287 544,367 127,537 1,026,931 5,741,124 (816,923) 4,924,200

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

44,186 △642 38,038 43,788 125,371 4,821 130,193

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   

資産 1,906,829 311,848 709,700 1,190,133 4,118,512 (333,224) 3,785,288

減価償却費 89,033 12,984 23,921 22,593 148,532 937 149,469

減損損失 22,763 2,685 662 610 26,723 ― 26,723

資本的支出 198,812 11,052 77,233 20,291 307,390 ― 307,390

(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)2008 年８月 21 日付で実施した会社分割に伴い、同日以降の提出会社の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。 

３. 減価償却費には長期前払費用及びのれんの償却額が含まれており、資本的支出には長期前払費用を含み差入保証金を含んでお 

りません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 2008 年２月 21 日  至 2009 年２月 28 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)

Ⅰ 営業収益及び営業損益  

  営業収益  

(1) 外部顧客に対する営業収益 4,726,499 199,766 304,520 5,230,786 ― 5,230,786

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

1,351 427 3,206 4,985 (4,985) ―

計 4,727,850 200,193 307,727 5,235,771 (4,985) 5,230,786

  営業費用 4,610,123 215,311 287,351 5,112,787 (6,374) 5,106,412

  営業利益又は営業損失(△) 117,727 △15,118 20,375 122,984 1,389 124,373

Ⅱ 資産 3,273,529 112,220 329,039 3,714,789 26,658 3,741,447
 
当連結会計年度(自 2009 年３月１日  至 2010 年２月 28 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)

Ⅰ 営業収益及び営業損益  

  営業収益  

(1) 外部顧客に対する営業収益 4,636,406 132,232 285,756 5,054,394 ― 5,054,394

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

995 － 3,449 4,445 (4,445) ―

計 4,637,401 132,232 289,206 5,058,840 (4,445) 5,054,394

  営業費用 4,529,032 130,885 275,155 4,935,073 (10,870) 4,924,200

  営業利益 108,369 1,346 14,050 123,766 6,427 130,193

Ⅱ 資産 3,413,020 79,138 352,115 3,844,274 (58,986) 3,785,288

(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、ベトナム、フィリピン、オーストラリア 

(注)2008 年８月 21 日付で実施した会社分割に伴い、同日以降の提出会社の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】 

前連結会計年度(自 2008 年２月 21 日  至 2009 年２月 28 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 199,766 304,520 504,287

Ⅱ 連結営業収益 ― ― 5,230,786

Ⅲ 連結営業収益に占める海外営業収益の割合（％） 3.8 5.8 9.6
 
当連結会計年度(自 2009 年３月１日  至 2010 年２月 28 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 132,232 285,756 417,988

Ⅱ 連結営業収益 ― ― 5,054,394

Ⅲ 連結営業収益に占める海外営業収益の割合（％） 2.6 5.7 8.3

(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、ベトナム、フィリピン、オーストラリア 

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。 
 
【販売の状況】 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称等 金額(百万円) 前年同期比(％) 

総合小売事業 

 ＧＭＳ 2,720,319 95.5

 スーパーマーケット 1,006,236 101.6

 コンビニエンスストア 99,946 86.9

 その他 259,971 99.9

総合小売事業計 4,086,474 96.9

専門店事業 543,725 91.1

ディベロッパー事業 165,575 104.7

サービス等事業 

 金融サービス 150,806 97.6

 その他 919,913 117.2

サービス等事業計 1,070,719 114.0

  小計 5,866,495 99.3

  消去又は全社 (812,101) 119.6

  合計 5,054,394 96.6

(注)コンビニエンスストアの営業収益には、加盟店の売上高（当連結会計年度 337,684 百万円）は含んでおりません。 

 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 1,073円13銭 1,098.56銭 

１株当たり当期純利益 

又は１株当たり当期純損失(△) 
△3円61銭 40円68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

式は存在するが１株当たり当期純

損失のため記載しておりません。

39円21銭 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(百万円) 

1,105,712 1,144,434 

普通株式に係る純資産額(百万円) 821,078 840,533 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

283,846 302,980 

普通株式の発行済株式数(千株) 800,446 800,446 

普通株式の自己株式数(千株) 35,320 35,319 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

765,125 765,126 

 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △2,760 31,123 

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 
又は当期純損失(△)(百万円) 

△2,760 31,123 

普通株式の期中平均株式数(千株) 765,123 765,123 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算
定に用いられた当期純利益調整額の主要な
内訳(百万円) 

 
   

連結子会社が発行した新株予約権に係る 
持分変動差額 

― △31 

支払利息等(税額相当額控除後) ― 26 

当期純利益調整額(百万円) ― △4 

普通株式増加数（千株） 

 (うち新株予約権付社債) 
― 

28,481 

(28,310)

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 

  イオン㈱第２回新株予約権 

 潜在株式の数 

     918個 

 潜在株式の種類 

  イオン㈱第２回新株予約権 

 潜在株式の数 

     918個 
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(重要な後発事象) 

重要な子会社株式の譲渡 
2009 年 12 月８日付で提出会社、米国のタルボット社(The Talbots,Inc. 事業内容：婦人服専門店、連

結子会社であるイオン USA 社(AEON(U.S.A.),Inc.)の子会社)、BPW 社(BPW Acquisition Corp.)及びイオ

ン USA 社の４社で締結した株式譲渡・債権回収に係る契約(以下、本件契約という)に関して、2010 年４

月７日に本件契約において定められた全ての条件が成立し、同日イオン USA 社は保有するタルボット社

株式の全株式(29.9 百万株、持分比率 54％)をタルボット社に譲渡しました。これに伴い、2011 年２月期

期首において、タルボット社を提出会社の連結範囲から除外いたしました。 

また、提出会社及びイオン USA 社は、株式の譲渡と同時に、タルボット社に対する貸付金(提出会社

436.5 百万米ドル及びイオン USA 社 50 百万米ドル)の総額 486.5 百万米ドル(45,623 百万円)の返済を受

けました。 

本件契約の成立に伴い譲渡した株式の数、譲渡価額、譲渡に係る損益及び譲渡後の持分比率は次のと

おりです。 
(1) 譲渡した株式の数：29,921,829 株 
(2) 譲渡価額：株式譲渡の対価として、イオンUSA社は、タルボット株１株を行使価格で購入する権利

を有するタルボット社の新株予約権を100万個受け取りました。なお、タルボット社の

新株予約権の公正価値は現在算定中です。 

(3) 譲渡に係る損益：2011 年２月期の連結財務諸表に係る損益については、イオン USA 社における米

国会計基準での取扱いを検討中です。 
(4) 譲渡後の持分比率：０％ なお、イオンUSA社が株式譲渡対価として受け取ったタルボット社の新

株予約権100万個を株式に転換した場合には、１％程度の持分比率となります。 
 

(注)上記米ドル金額の( )書きにて記載した円貨金額は、2010 年４月７日の換算レート(仲値)である 1

米ドル＝93.78 円にて換算しています。 
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５.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(2009年２月28日) 

当事業年度 
(2010年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,743 61,164

有価証券 338 366

前払費用 205 58

繰延税金資産 267 2,394

関係会社短期貸付金 242,833 344,101

未収収益 9,909 10,373

その他 6,602 5,617

流動資産合計 295,901 424,075

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,667 11,143

構築物（純額） 117 106

工具、器具及び備品（純額） 151 197

土地 3,674 3,674

建設仮勘定 81 80

有形固定資産合計 15,692 15,202

無形固定資産   

商標権 334 267

その他 42 68

無形固定資産合計 377 335

投資その他の資産   

投資有価証券 37,946 43,748

関係会社株式 524,368 551,218

関係会社出資金 2,831 4,227

長期貸付金 62 7

関係会社長期貸付金 20,008 17,583

固定化営業債権 4,452 3,061

長期前払費用 276 230

繰延税金資産 52,277 42,271

その他 477 481

貸倒引当金 △4,403 △3,193

投資その他の資産合計 638,298 659,637

固定資産合計 654,368 675,176

繰延資産   

株式交付費 233 －

繰延資産合計 233 －

資産合計 950,503 1,099,251
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(単位：百万円)

前事業年度 
(2009年２月28日) 

当事業年度 
(2010年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 25,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,291 39,295

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

コマーシャル・ペーパー 71,000 －

未払金 2,502 2,818

未払費用 1,385 1,635

未払法人税等 293 145

未払消費税等 835 535

預り金 104,846 158,462

賞与引当金 70 98

その他 1,886 1,899

流動負債合計 219,113 214,891

固定負債   

社債 76,000 100,000

新株予約権付社債 － 99,998

長期借入金 105,271 123,291

投資等損失引当金 11,714 5,093

その他 351 344

固定負債合計 193,337 328,727

負債合計 412,450 543,618

純資産の部   

株主資本   

資本金 199,054 199,054

資本剰余金   

資本準備金 264,963 264,963

その他資本剰余金 3 －

資本剰余金合計 264,967 264,963

利益剰余金   

利益準備金 11,770 11,770

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 4,768 4,606

別途積立金 95,500 95,500

繰越利益剰余金 28,620 42,460

利益剰余金合計 140,659 154,337

自己株式 △61,459 △61,452

株主資本合計 543,220 556,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,758 △842

繰延ヘッジ損益 △942 △962

評価・換算差額等合計 △5,701 △1,804

新株予約権 532 534

純資産合計 538,052 555,632

負債純資産合計 950,503 1,099,251
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(2)損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

売上高 957,292 －

売上原価   

商品期首たな卸高 125,020 －

当期商品仕入高 714,762 －

合計 839,782 －

他勘定振替高 120,913 －

売上原価合計 718,868 －

売上総利益 238,423 －

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 52,990 －

販売受入手数料 20,485 －

その他の営業収入合計 73,476 －

営業収入   

関係会社受取配当金 13,206 17,378

関係会社受入手数料 9,017 17,252

その他 670 1,283

営業収入合計 22,894 35,913

営業総利益 334,794 35,913

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 19,835 1,948

貸倒引当金繰入額 251 －

従業員給料及び賞与 111,243 4,248

賞与引当金繰入額 70 98

法定福利及び厚生費 16,960 262

水道光熱費 17,569 23

減価償却費 23,354 673

修繕維持費 20,946 95

地代家賃 57,681 220

調査研究費 － 1,302

その他 44,309 3,257

販売費及び一般管理費合計 312,224 12,133

営業利益 22,570 23,780

営業外収益   

受取利息 3,111 7,559

受取配当金 13,012 868

その他 2,337 286

営業外収益合計 18,460 8,714
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

営業外費用   

支払利息 2,771 3,004

社債利息 2,365 2,461

貸倒引当金繰入額 20 －

その他 2,339 1,759

営業外費用合計 7,495 7,226

経常利益 33,534 25,269

特別利益   

投資有価証券売却益 10,738 －

差入保証金償還益 2,084 1,332

貸倒引当金戻入額 844 －

受取補償金 777 －

投資等損失引当金戻入額 － 6,008

その他 753 773

特別利益合計 15,199 8,114

特別損失   

投資等損失引当金繰入額 12,911 －

関係会社株式評価損 9,891 －

減損損失 9,078 －

持株会社移行費用 4,522 871

店舗閉鎖損失引当金繰入額 1,209 －

その他 3,483 276

特別損失合計 41,096 1,148

税引前当期純利益 7,637 32,235

法人税、住民税及び事業税 1,211 220

法人税等調整額 △10,188 5,327

法人税等合計 △8,977 5,547

当期純利益 16,615 26,687
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 199,054 199,054

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 199,054 199,054

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 264,963 264,963

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 264,963 264,963

その他資本剰余金   

前期末残高 4 3

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 3 －

資本剰余金合計   

前期末残高 264,968 264,967

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 264,967 264,963

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 11,770 11,770

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,770 11,770

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 918 －

当期変動額   

特別償却積立金の積立 0 －

特別償却積立金の取崩 △919 －

当期変動額合計 △918 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 8,128 4,768

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 7 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,367 △161

当期変動額合計 △3,359 △161

当期末残高 4,768 4,606
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

別途積立金   

前期末残高 105,500 95,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 △10,000 －

当期変動額合計 △10,000 －

当期末残高 95,500 95,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,735 28,620

当期変動額   

特別償却積立金の積立 △0 －

特別償却積立金の取崩 919 －

固定資産圧縮積立金の積立 △7 －

固定資産圧縮積立金の取崩 3,367 161

別途積立金の取崩 10,000 －

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益 16,615 26,687

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 17,885 13,840

当期末残高 28,620 42,460

利益剰余金合計   

前期末残高 137,052 140,659

当期変動額   

特別償却積立金の積立 － －

特別償却積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益 16,615 26,687

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 3,606 13,678

当期末残高 140,659 154,337

自己株式   

前期末残高 △61,462 △61,459

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 11 9

当期変動額合計 3 7

当期末残高 △61,459 △61,452
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月28日) 

当事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 539,611 543,220

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益 16,615 26,687

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 10 5

当期変動額合計 3,608 13,682

当期末残高 543,220 556,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12,965 △4,758

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,723 3,915

当期変動額合計 △17,723 3,915

当期末残高 △4,758 △842

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △478 △942

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △464 △19

当期変動額合計 △464 △19

当期末残高 △942 △962

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,486 △5,701

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,188 3,896

当期変動額合計 △18,188 3,896

当期末残高 △5,701 △1,804

新株予約権   

前期末残高 427 532

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104 1

当期変動額合計 104 1

当期末残高 532 534

純資産合計   

前期末残高 552,526 538,052

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △13,008

当期純利益 16,615 26,687

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 10 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,083 3,897

当期変動額合計 △14,474 17,579

当期末残高 538,052 555,632

- 37 -

イオン（株）（8267） 2010年２月期　決算短信



 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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