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平成２２年１０月８日 

各位 

会 社 名 イオン株式会社 

代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長      岡 田 元 也 

（コード番号 8267） 

問 合 せ 先 取締役兼執行役 社長室責任者   林   直 樹 

（電話番号 043-212-6042） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２３年２月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成２２年７月７日に発表いたしました「平成２３年２月期 第１四半期決算短信」の記載内容に一部訂

正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正内容】※訂正箇所には下線を付しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 （５ページ） 

訂正前（誤） 

 （省略） 

・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

よる収入が 781 億 94 百万円あったものの、主に前連結会計年度末が銀行休業日と重なり当第１四半期連結

会計期間において仕入債務の決済や専門店売上の預り金の返還が行われた影響で、仕入債務の増減額やその

他の資産・負債の増減額が減少したこと等により、1,084 億 36 百万円の支出となりました。 

 （省略） 

 
訂正後（正） 

（省略） 

・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

よる収入が 781 億 94 百万円あったものの、主に前連結会計年度末が銀行休業日と重なり当第１四半期連結

会計期間において仕入債務の決済や専門店売上の預り金の返還が行われた影響で、仕入債務の増減額やその

他の資産・負債の増減額が減少したこと等により、1,105 億 20 百万円の支出となりました。 

 （省略） 
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５.四半期連結財務諸表 

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （10～11 ページ） 

 

訂正前（誤）    

                                          (単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

    (自 2009年３月１日 

   至 2009年５月31日) 

   (自 2010年３月１日 

   至 2010年５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 8,422 42,519 

減価償却費 36,416 34,243 

のれん償却額 1,921 1,759 

負ののれん償却額 △2,852 △2,848 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  8,513 7,233 

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）  350 △1,709 

賞与引当金の増減額（△は減少）  12,011 12,932 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △1,013 78 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）  △776 72 

受取利息及び受取配当金  △934 △1,459 

支払利息  2,931 2,834 

持分法による投資損益（△は益）  428 542 

減損損失  － 2,295 

子会社株式売却損益（△は益）  － △18,135 

売上債権の増減額（△は増加）  △32,828 △58,648 

たな卸資産の増減額（△は増加）  3,576 2,608 

営業貸付金の増減額（△は増加）  △1,855 △8,229 

仕入債務の増減額（△は減少）  2,054 △59,804 

その他の資産・負債の増減額  11,593 △31,277 

その他  △304 △656 

小計  47,654 △75,648 

利息及び配当金の受取額  1,166 1,501 

利息の支払額  △2,796 △2,506 

法人税等の支払額  △32,071 △31,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー  13,953 △108,436 
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                                          (単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

    (自 2009年３月１日 

   至 2009年５月31日) 

   (自 2010年３月１日 

   至 2010年５月31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  △386 △398 

有価証券の売却による収入  492 522 

有形固定資産の取得による支出  △111,024 △53,770 

有形固定資産の売却による収入  909 2,872 

投資有価証券の取得による支出  △2,951 △1,060 

投資有価証券の売却による収入  627 1,506 

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 1,496 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 

－ △10,121 

貸付金の回収による収入 － 44,653 

差入保証金の差入による支出  △5,101 △2,658 

差入保証金の回収による収入  8,083 8,074 

預り保証金の受入による収入  4,846 7,581 

預り保証金の返還による支出  △5,656 △5,150 

その他  4,069 △2,295 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △105,808 △8,747 

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） 

70,672 22,040 

長期借入れによる収入  103,714 65,364 

長期借入金の返済による支出  △54,983 △64,960 

社債の償還による支出  △385 △271 

配当金の支払額  △13,008 △15,304 

少数株主への配当金の支払額  △4,373 △4,471 

その他  △1,376 △93 

財務活動によるキャッシュ・フロー  100,260 2,304 

現金及び現金同等物に係る換算差額  1,516 159 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,922 △114,720 

現金及び現金同等物の期首残高  224,625 280,521 

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  240,908 165,800 
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訂正後（正） 

                                        (単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

    (自 2009年３月１日 

   至 2009年５月31日) 

   (自 2010年３月１日 

   至 2010年５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 8,422 42,519 

減価償却費 36,416 34,243 

のれん償却額 1,921 1,759 

負ののれん償却額 △2,852 △2,848 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  8,513 7,233 

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）  350 △1,709 

賞与引当金の増減額（△は減少）  12,011 12,932 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △1,013 78 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）  △776 72 

受取利息及び受取配当金  △934 △1,459 

支払利息  2,931 2,834 

持分法による投資損益（△は益）  428 542 

減損損失  － 2,295 

子会社株式売却損益（△は益）  － △18,135 

売上債権の増減額（△は増加）  △32,828 △58,648 

たな卸資産の増減額（△は増加）  3,576 2,608 

営業貸付金の増減額（△は増加）  △1,855 △8,229 

仕入債務の増減額（△は減少）  2,054 △59,804 

その他の資産・負債の増減額  11,593 △33,360 

その他  △304 △656 

小計  47,654 △77,732 

利息及び配当金の受取額  1,166 1,501 

利息の支払額  △2,796 △2,506 

法人税等の支払額  △32,071 △31,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー  13,953 △110,520 
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                                          (単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

    (自 2009年３月１日 

   至 2009年５月31日) 

   (自 2010年３月１日 

   至 2010年５月31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  △386 △398 

有価証券の売却による収入  492 522 

有形固定資産等の取得による支出  △111,024 △53,770 

有形固定資産等の売却による収入  909 2,872 

投資有価証券の取得による支出  △2,951 △1,060 

投資有価証券の売却による収入  627 1,506 

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 1,496 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 

－ △10,121 

貸付金の回収による収入 － 44,653 

差入保証金の差入による支出  △5,101 △2,658 

差入保証金の回収による収入  8,083 8,074 

預り保証金の受入による収入  4,846 7,581 

預り保証金の返還による支出  △5,656 △5,150 

その他  4,069 △2,295 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △105,808 △8,747 

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） 

70,672 22,040 

長期借入れによる収入  103,714 65,364 

長期借入金の返済による支出  △54,983 △64,960 

社債の償還による支出  △385 △271 

配当金の支払額  △13,008 △15,304 

少数株主への配当金の支払額  △4,373 △4,471 

その他  △1,376 △93 

財務活動によるキャッシュ・フロー  100,260 2,304 

現金及び現金同等物に係る換算差額  1,516 159 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,922 △116,804 

現金及び現金同等物の期首残高  224,625 280,521 

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  240,908 163,716 

 
 
 
 

以 上 


