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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 3,732,302 0.1 93,358 66.7 101,128 86.9 49,121 ―

22年2月期第3四半期 3,727,822 ― 56,013 ― 54,104 ― △9,926 ―

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

23年2月期第3四半期 64.20 56.22
22年2月期第3四半期 △12.97 ―

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

23年2月期第3四半期 3,831,829 1,198,772 22.8 1,143.67
22年2月期 3,785,288 1,144,434 22.2 1,098.56

（参考） 自己資本  23年2月期第3四半期  875,074百万円 22年2月期  840,533百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

  23年2月期(予想)配当金の内訳  普通配当 18円00銭  特別配当 3円00銭 
※22年2月期 期末配当金の内訳   普通配当 17円00銭  記念配当 3円00銭   

年間配当金

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

22年2月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年2月期 ― ― ―

23年2月期 
（予想）

21.00 21.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
※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

通期 ― ―
150,000

～160,000
15.2

～22.9
155,000

～165,000
19.0

～26.7
49,000 

～55,000
57.4 

～76.7
64.04

～71.88



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】5ページ「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.6「2.その他の情報」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） 23年2月期3Q 800,446,214株 22年2月期 800,446,214株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q 35,297,314株 22年2月期 35,319,696株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 765,142,626株 22年2月期3Q 765,123,306株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（2010 年３月１日～11 月 30 日）は、国の経済対策による消費支出の拡大や 

新興国市場の需要拡大による輸出関連部門の復調等、一部で企業業績に緩やかな回復傾向が見られました。 

 しかしながら、雇用情勢や所得水準は引き続き厳しい状況にあり、また、長引く円高・株安傾向等により 

国内経済の先行きは依然として不透明感が払拭されない状況にありました。 

当社は、中長期的な成長ステージに向けた、2012 年２月期を初年度とするグループの中期経営計画を 

確実に達成するための体制づくりを進めるとともに、より一層の収益改善に取り組みました。当第３四半期

連結累計期間の営業収益は、グループの経営資源を最大限に活用した施策やお客さまのニーズに対応した 

商品およびサービスの提供等が奏功し、前年同期実績を上回って進捗しました。くわえて、グループの中核

をなすＧＭＳ（総合スーパー）事業を中心に、引き続きグループ全体で販売費および一般管理費を見直し、 

コスト構造改革に努めることで利益改善が一層進みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益３兆 7,323 億２百万円（対前年同期比 

100.1％）、営業利益 933 億 58 百万円（同 166.7％）、経常利益 1,011 億 28 百万円（同 186.9％）、四半期 

純利益は 491 億 21 百万円（同 590 億 47 百万円増）となりました。 

 

＜グループシナジーの追求＞ 

・当社は、2010 年３月、６月、10 月の３回、全国約 400 ヶ所のグループのＳＣ（ショッピングセンター）

に出店している専門店約 22,500 店舗と直営のＧＭＳ約 500 店舗の合計約 23,000 店舗で一斉セールを実施

しました。それぞれ開催の時期に合わせたテーマをＳＣ一体となって訴求し、分かりやすく、選びやす

いセールに努めることでお客さまから大きなご支持をいただき、３回の開催ともに前年同期間に比べ売上高

が大幅に伸長し、また、セール期間終了後についても引き続き集客効果を創出しました。 

・イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の売上高は、当第３四半期連結累計期間で 3,277 億円、

対前年同期比 101.0％となりました。展開商品をより一層お客さまにご支持いただける品質や機能、価格

へ見直すことにより、競争力の強化に努めました。2010 年６月に全国のイオンの店舗約 3,000 店舗で

350ml 缶の販売を開始して以来、お客さまからご好評いただいている新ジャンルビール類「トップバリュ 

バーリアル」は、10 月より 500ml 缶を追加発売し、約半年間に 350ml 缶換算でおよそ 6,000 万缶（年間

販売目標１億缶）を売り上げました。また、「トップバリュ」のランドセルでは、早期にテレビＣＭ等を 

通じた販促を実施したことにくわえ、小学校で使用される教材のサイズに対応し、Ａ４クリアファイルの

入る大きさとする等機能を充実させたことが奏功し、発売から約３ヶ月間の売上高が前年同期実績に比べ、 

約 270％となりました。さらに、環境に配慮し、高品質と低価格を実現した「トップバリュ共環宣言   

ＬＥＤ電球」の販売を開始する等、市場環境やお客さまのニーズに対応した商品開発に取り組みました。 

・国内外のグループ各社において、商品調達や後方業務におけるグループインフラのさらなる活用を進め、

商品の需要集約や物流の効率化による原価低減およびコスト削減等、収益構造改革が進みました。 

・イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」については、引き続きお客さまの利便性を追求し、利用可能箇所数の 

増加に努めるとともに、“地域通貨”としての取り組みを推進しました。利用金額の0.1％をそれぞれ定め

られた基金等へ寄付し、地域の活動を支援する「ＷＡＯＮ」は、開府400年を迎える名古屋城の本丸御殿 

復元に寄与する「名古屋城ＷＡＯＮ」や世界遺産「熊野古道」（三重県）の保存継承活動に寄与する 

「熊野古道伊勢路ＷＡＯＮ」をくわえ、合計10種類となりました。当第３四半期連結累計期間の決済総額は、

約6,180億円（対前年同期比166.8％）、同期末における「ＷＡＯＮ」の利用可能箇所数は約95,000ヶ所、 

累計発行枚数は約1,720万枚となりました。 

 

＜成長に向けた再編等＞ 

・当社連結子会社のアパレル専門店企業である株式会社コックスと株式会社ブルーグラスの両社は、2010

年８月 21 日付で合併しました。新生株式会社コックスは、イオングループの衣料分野における新たなマー

チャンダイジング改革の実現に向け、事業の再構築や既存ブランドの見直しを進めました。 

・当社連結子会社で国内最大の総合ビルメンテナンス企業のイオンディライト株式会社とバックオフィス 

サポート事業を主力とするチェルト株式会社の両社は、2010 年９月１日付で合併しました。新生イオン

ディライト株式会社は、総合ファシリティマネジメントサービス企業としてイオングループ内外の企業

に対し、お客さまの管理・運営に関わるノンコア業務の受託へ向けた営業活動を開始しました。 
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・当社は、株式会社ＣＦＳコーポレーションの普通株式に対する公開買付け、ならびに第三者割当増資の 

引き受けにより同社の株式を追加取得し、同社を連結子会社としました。 

・当社は、地域に根ざしたＳＭ（スーパーマーケット）の営業体制構築を目指し、2010 年８月 21 日、株式

会社ＣＦＳコーポレーションのＳＭ事業部門であった同社の 100％子会社イオンキミサワ株式会社の全株

式を同社より譲受しました。 

・イオンリテール株式会社と株式会社マイカル（2011 年３月１日合併予定）およびイオンマルシェ株式 

会社（2010 年 12 月１日合併）は、2010 年 10 月、地域密着経営の深耕およびスケールメリットのさらな

る追求、重複機能の解消による組織の効率化を目指し、イオンリテール株式会社を存続会社とする合併

契約を締結しました。当合併により誕生する新生イオンリテール株式会社は、売上規模２兆円を超える

総合小売企業となります。 

 

【総合小売事業】 

・当第３四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ＧＭＳ４店舗、ＳＭ39 店舗を出店、

ＧＭＳ10 店舗、ＳＭ21 店舗を閉店するとともに、海外では、ＧＭＳ５店舗（中国４店舗、マレーシア１店舗）、

ＳＭ２店舗（中国、タイ各１店舗）を出店、ＧＭＳ１店舗（中国）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、ＧＭＳ４店舗、ＳＭ23 店舗の出店、ＧＭＳ４店舗、

ＳＭ11 店舗の閉店となります。 

・国内ＧＭＳ事業各社においては、衣料をはじめ季節商材に対する需要の高まりやエコポイント制度の変更に

よる家電製品への購買意欲の高まり、ならびにたばこの増税によるまとめ買い需要に対応し、品揃えおよび 

売場展開の拡大等に取り組みました。さらに、2010 年 10 月に全国のイオンのＳＣと直営のＧＭＳ店舗で実施

した一斉セールの効果や「お客さま感謝デー」「火曜市」「お客さまわくわくデー」等の施策がお客さまの

増加に確実につながり、当第３四半期の３ヶ月間において国内ＧＭＳ事業合計の既存店売上高が前年同

四半期実績を上回りました。さらに、販管費削減や在庫コントロール等、グループ各社における収益構造 

改革を引き続き強化し、国内ＧＭＳ事業合計では減収増益となりました。 

・ＧＭＳ事業の中核であるイオンリテール株式会社では、グループインフラを活用したセールの実施や商品

展開等によりお客さまのニーズにいち早く対応したことが奏功し、対前年同四半期比の既存店売上高は、 

第１四半期（３～５月）が 96.5％、第２四半期（６～８月）は同 99.1％、当第３四半期（９～11 月）に

は同 103.6％まで大きく改善しました。当第３四半期累計期間においても、対前年同期比 99.7％  

（内訳は、衣料：98.4％ 食品：99.9％ 住居余暇：101.2％）となりました。また、季節商材の早期展開

や商品動向に連動した仕入れコントロールの強化による在庫の削減に努め、当第３四半期累計期間の直

営荒利益率が前年同期から 0.3 ポイントの改善となったほか、設備費、人件費を中心とするコスト構造

の見直しに引き続き取り組み、既存店販管費は対前年同期比 95.9％となる等、営業利益は大幅増益とな

りました。 

・国内ＳＭ事業では、当期首より始動したマックスバリュ６社ならびに株式会社ＣＦＳコーポレーションより分社

化したイオンキミサワ株式会社をはじめとする各社が、より地域に根ざした店舗運営に努めるとともに、お客さ

まのニーズや競争環境に対応した店舗フォーマットによる新規出店ならびに既存店の改装を進めました。厳しい

消費環境のなか、低価格と高品質を両立した商品展開がお客さまからご支持いただき、国内ＳＭ事業合計の既存

店売上高は、当第３四半期の３ヶ月連続で前年同月を上回りました。また、コスト構造改革を継続したこと

にくわえ、グループの機能会社を活用した商品の共同調達や「トップバリュ」の展開を拡大したことが 

寄与し、国内ＳＭ事業合計で増収増益となりました。 

・ミニストップ株式会社は、国内では、当期から取り組みを開始した加盟店に対する品揃えサポートを弁当、

調理パン、デザート等においてより一層強化しました。また、９月末のたばこの増税による値上がりを

前にした駆け込み需要への対応、10 月と 11 月には携帯電話向けのモバイルサイト会員を対象とした店内

加工ファストフード部門のコーヒーを無料で提供する販促を期間限定で実施する等、お客さまの来店 

頻度向上に努め、当第３四半期累計期間の全店売上高は前年同期実績を上回りました。海外では、韓国

ミニストップ株式会社が順調な出店や天候に対応した品揃えを強化し増収増益となる等、同社連結業績

においても増収ならびに大幅増益となりました。 

・小型スーパーの「まいばすけっと」は、出店エリアの拡大や人員体制の見直しをはかりながら、当第３四

半期累計期間で 41店舗を出店し、総店舗数は 154 店舗となりました。近隣のお客さまの認知度向上に努め 
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るとともに、気温の変化や価格に対するお客さまのニーズにきめ細かく対応することで、売上高が堅調

に推移しました。 

・中国の総合小売事業（連結対象期間は１月から９月）においては、活発な個人消費や企業による投資を 

背景に、中国国内経済が回復基調となり、売上高を順調に伸ばしました。９月の中秋節に合わせた関連 

商品や「安全・安心」および品質にこだわった商品の品揃え強化、ならびにきめ細かい売場づくりに努め、

当社連結業績への影響は増収増益となりました。 

・アセアンの総合小売事業（連結対象期間は１月から９月）においては、安定的な経済成長を背景に順調に

売上高を伸ばしました。イオンマレーシア（AEON Co. (M) Bhd.）では、地域行事に対応した品揃え等に

より直営売上高が前年同期実績に比べ伸長したものの、当期よりコンセ売上高を純額表示に変更した 

ことにより、当社連結業績への影響は減収（前年同期実績を当期の処理に合わせて比較すると増収）と

なりました。衣料をはじめプライベートブランドを強化し、収益向上に努めたほか、経費コントロール

を順調に進め、当社連結業績への影響は大幅増益となりました。イオンタイランド（AEON (Thailand) 

CO., LTD.）においては、お客さまの低価格志向が根強いなかでも、母の日やチャイニーズハーフイヤー

等の行事に応じた品揃えや売場づくりを強化するとともに、重点商品の拡販やコスト構造改革を進めた

ことにより、当社連結業績への影響は増収ならびに営業増益となりました。 

 

【専門店事業】 

・専門店事業各社は、気温やお客さまニーズの変化にきめ細かく対応した品揃えや売場の見直しにくわえ、

在庫コントロールによる荒利益率の改善および引き続きコスト構造改革による収益性向上に取り組み 

ました。株式会社コックスは、2010 年８月 21 日付で株式会社ブルーグラスと合併し、商品の企画・調達

から物流・販売までのマーチャンダイジング改革、ＳＰＡ事業の再構築に取り組むとともに、経営統合

によるコスト削減効果の創出に努め、前年同期より利益改善となりました。また、株式会社未来屋書店 

では、売れ筋商品の展開強化や提案力のある売場づくりが奏功し、増収増益となったほか、株式会社メガ

スポーツにおいては、猛暑の影響もあり需要の高まったアウトドア用品等の品揃えを強化するとともに、

より一層のコスト削減に努め、減収増益となりました。 

 

【ディベロッパー事業】  

・イオンモール株式会社は、当第３四半期連結累計期間、国内で３ヶ所の新規ＳＣ（プロパティ・マネジメ

ント受託物件１ヶ所含む）、および海外で中国２号店となるイオンモール天津ＴＥＤＡ（天津市）の１ヶ所

を開設しました。また、９ヶ所のＳＣでリニューアルを実施するとともに、積極的なテナント誘致に取り

組み、当第３四半期連結累計期間末における空床率は期首より改善しました。既存 49ＳＣの専門店売上高、

来店客数、および来車台数は前年同期を上回って伸長したほか、ＳＣオペレーションの効率化を中心とし

たコスト構造改革を継続的に推進したことも寄与し、増収増益となりました。 

 

【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は、2010 年９月１日付でチェルト株式会社と合併し、総合ファシリティマネ

ジメントサービス企業として営業拡大に取り組みました。営業収益については、新たにグループ外の商業

施設で業務を受託するほか、既存の顧客企業に対し建物の総合管理事業にくわえ、新たに資材調達や自動

販売機の設置を提案する等収益源の多様化を進め、増収となりました。また、設備管理事業や資材関連

事業等で収益性改善に向けた取り組みを進めたほか、統合シナジーを最大化すべく、事務所や管理部門

の統合を積極的に実施し、コスト削減に努めたこと等により増益となりました。 

・株式会社イオンファンタジーは、「お子さまの健全な育成」をサポートする創育事業を国内事業の柱とす

べく、「ファンタジースキッズガーデン」の既存店導入に取り組んだほか、国内既存事業において売上構

成比の大きい景品獲得ゲーム部門の強化を進めました。当第３四半期累計期間においては減収減益と

なったものの、当第３四半期の３ヶ月間は、売上高が前年同四半期実績を上回った景品獲得ゲーム部門

をはじめ、当期首から取り組んできた施策等により増収増益となりました。 

・イオンシネマズ株式会社は、設備の早期導入を進めた３Ｄ作品への動員や会員数を順調に拡大し、これに

ともなう飲食売上高の伸びも貢献する等、増収増益となりました。 
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＜総合金融事業＞ 

・イオンクレジットサービス株式会社は、国内のクレジットカード事業では、会員募集を継続して推進した

ことにより、有効会員数が期首より 69 万人純増の 1,877 万人に拡大したほか、イオングループの店舗と

の共同企画の実施等によりカードショッピング取扱高は対前年同期比 115.2％となりました。新規事業に

ついては、電子マネー事業において引き続きイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」の発行枚数や利用可能 

箇所数の増加および他社発行の電子マネーの精算代行業務取り扱い拡大等による収益強化に努めました。 

銀行代理業においては、順調に口座数や住宅ローンの取り扱いを拡大したほか、ＡＴＭ共同事業におい

ては、イオングループのＳＣやコンビニエンスストアへのＡＴＭを増設、さらにネット事業において 

同社、株式会社イオン銀行、イオン保険サービス株式会社の３社が提供するネットサービスを統合した

総合金融ポータルサイト「暮らしのマネーサイト」を新設する等、新たな収益源としての営業基盤を 

拡充しました。国内事業は、新規事業への投資を継続して強化する一方、既存オペレーションのコスト

削減を徹底したことにより増益となりました。海外事業においては、堅調な景気回復を背景に会員募集

の強化をはかるとともに、現地提携先企業との共同企画等を実施し、カード利用を促進したことで取扱

高を順調に伸ばしました。同社連結業績は、当期より電子マネー収益の取扱方法の見直しを行った影響

もあり、営業収益は減収となりました。また、タイにおける貸倒引当基準の厳格化等により営業減益とな

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は、2010 年 11 月末時点のインストアブランチがイオン 

クレジットサービス株式会社の運営する銀行代理業店舗を含めて 70 店舗、ＡＴＭ台数 1,691 台となり、

口座数約 186 万口座、預金残高約 8,968 億円、貸出金残高約 2,478 億円と顧客基盤を順調に拡大しまし

た。また、住宅ローンを中心とした貸出金の増加による利息収入の拡大やイオングループ各社と連携し

たキャンペーンを実施し、ＡＴＭの稼働率向上をはかる等、手数料収入の増加にくわえ、コスト削減を

より一層進めたことにより、大幅な利益改善となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

・当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から 465 億 41 百万円増加し、３兆 8,318 億

29 百万円(前期末比 101.2％)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 1,367 億 95 百万円、債権流動化に伴う信託受益権の増加等により投資有価証券

が 361 億 88 百万円増加した一方、現金及び預金が 154 億 60 百万円、営業貸付金が 1,143 億 27 百万円減

少したこと等によるものです。 

・負債は、前連結会計年度末から 77 億 96 百万円減少し、２兆 6,330 億 56 百万円(同 99.7％)となりました。

主な減少の要因は、有利子負債が 482 億 38 百万円減少した一方、専門店売上の預り金を含むその他流動

負債が 345 億 89 百万円増加したこと等によるものです。 

・純資産は、前連結会計年度末から 543 億 38 百万円増加し、１兆 1,987 億 72 百万円(同 104.7％)となり 

ました。主な増加の要因は、利益剰余金が 361 億 36 百万円、株式会社ＣＦＳコーポレーションの連結 

子会社化等により少数株主持分が 195 億 71 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、金融子会社の割賦売掛金の増加等により売上債権の増加が 1,609

億 58 百万円あったものの、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 2,462 億 72 百万円あったこと等により、1,358 億 11 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、米国子会社株式の譲渡と同時に回収した貸付金を含む 449 億７

百万円の貸付金の回収による収入があったものの、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 1,399 億 77 百万円の支出があったこと等により、670 億 37 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、長期借入金の返済による支出、短期借入金及びコマーシャル・

ペーパーの純減少等により、804 億 92 百万円の支出となりました。 

 

(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、2010 年 10 月６日に発表しました業績予想に変更はありません。 

 

※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開示しておりません。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  記載すべき重要な事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(企業結合に関する会計基準等) 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号 平成 20 年  

12 月 26 日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 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 20 年 12 月 26 日)を適用しております。 
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３.四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(2010年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2010年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 278,966 294,427

受取手形及び売掛金 460,575 323,779

有価証券 3,251 3,372

たな卸資産 334,650 333,624

繰延税金資産 41,658 41,367

営業貸付金 308,997 423,324

その他 169,186 167,318

貸倒引当金 △54,828 △54,129

流動資産合計 1,542,457 1,533,085

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 936,258 934,161

工具、器具及び備品（純額） 113,583 119,140

土地 356,306 347,211

建設仮勘定 20,944 25,599

その他（純額） 9,638 6,534

有形固定資産合計 1,436,730 1,432,648

無形固定資産   

のれん 73,819 69,479

ソフトウエア 29,083 28,592

その他 15,773 21,743

無形固定資産合計 118,676 119,816

投資その他の資産   

投資有価証券 278,299 242,111

繰延税金資産 59,857 61,519

差入保証金 322,838 321,571

その他 89,109 91,141

貸倒引当金 △16,140 △16,607

投資その他の資産合計 733,964 699,737

固定資産合計 2,289,371 2,252,202

資産合計 3,831,829 3,785,288

イオン（株）(8267) 平成23年２月期 第３四半期決算短信

- 7 -



(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(2010年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2010年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 658,823 637,470

短期借入金 70,040 89,180

1年内返済予定の長期借入金 215,778 183,203

1年内償還予定の社債 12,044 27,518

コマーシャル・ペーパー 7,000 7,000

未払法人税等 26,248 33,233

賞与引当金 31,280 15,183

店舗閉鎖損失引当金 8,561 3,770

ポイント引当金 10,536 7,981

その他の引当金 948 1,005

設備関係支払手形 35,232 27,890

その他 390,031 354,613

流動負債合計 1,466,528 1,388,050

固定負債   

社債 217,500 223,182

新株予約権付社債 99,979 99,998

長期借入金 571,099 616,213

繰延税金負債 6,265 13,140

退職給付引当金 7,794 13,413

店舗閉鎖損失引当金 2,524 8,244

利息返還損失引当金 17,985 22,840

その他の引当金 3,985 4,386

長期預り保証金 219,379 220,266

その他 20,015 31,116

固定負債合計 1,166,528 1,252,802

負債合計 2,633,056 2,640,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 199,054 199,054

資本剰余金 264,963 264,963

利益剰余金 486,087 449,950

自己株式 △61,471 △61,512

株主資本合計 888,634 852,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,049 △718

繰延ヘッジ損益 △1,552 △1,863

為替換算調整勘定 △13,057 △9,340

評価・換算差額等合計 △13,559 △11,922

新株予約権 1,146 920

少数株主持分 322,551 302,980

純資産合計 1,198,772 1,144,434

負債純資産合計 3,831,829 3,785,288
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 2009年３月１日 
 至 2009年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2010年３月１日 
 至 2010年11月30日) 

売上高 3,346,108 3,335,061

売上原価 2,415,876 2,436,101

売上総利益 930,231 898,960

その他の営業収入 381,714 397,240

営業総利益 1,311,946 1,296,201

販売費及び一般管理費 1,255,932 1,202,842

営業利益 56,013 93,358

営業外収益   

受取利息 2,258 2,689

受取配当金 727 815

負ののれん償却額 8,583 8,426

その他 9,077 8,079

営業外収益合計 20,647 20,011

営業外費用   

支払利息 9,363 8,314

持分法による投資損失 8,129 778

その他 5,063 3,148

営業外費用合計 22,556 12,241

経常利益 54,104 101,128

特別利益   

子会社株式売却益 － 17,425

退店違約金受入益 2,586 －

その他 9,301 13,288

特別利益合計 11,888 30,713

特別損失   

減損損失 13,271 8,787

利息返還損失引当金繰入額 14,000 －

その他 13,199 7,348

特別損失合計 40,470 16,136

税金等調整前四半期純利益 25,522 115,706

法人税、住民税及び事業税 30,685 46,911

法人税等調整額 △6,444 △177

法人税等合計 24,240 46,733

少数株主利益 11,207 19,851

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,926 49,121
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 2009年３月１日 
 至 2009年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2010年３月１日 
 至 2010年11月30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 25,522 115,706

減価償却費 108,221 103,146

のれん償却額 5,824 5,265

負ののれん償却額 △8,583 △8,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,826 24,845

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 12,333 △4,855

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,316 16,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,121 1,591

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △926 △893

受取利息及び受取配当金 △2,986 △3,505

支払利息 9,363 8,314

持分法による投資損益（△は益） 8,129 778

減損損失 13,271 8,787

子会社株式売却損益（△は益） － △17,425

売上債権の増減額（△は増加） △87,183 △160,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,294 △3,240

営業貸付金の増減額（△は増加） 15,963 53,404

仕入債務の増減額（△は減少） △3,855 18,386

その他の資産・負債の増減額 6,365 38,975

その他 2,116 △971

小計 131,544 195,135

利息及び配当金の受取額 3,011 3,477

利息の支払額 △9,085 △8,399

法人税等の支払額 △50,971 △54,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 74,498 135,811

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 △4,256 △2,196

有価証券の売却による収入 4,489 4,309

有形固定資産の取得による支出 △258,858 △139,977

有形固定資産の売却による収入 4,065 27,694

投資有価証券の取得による支出 △47,630 △4,840

投資有価証券の売却による収入 1,405 3,113

事業譲渡による収入 6,043 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

287 1,671

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △10,925

貸付金の回収による収入 － 44,907

差入保証金の差入による支出 △11,196 △5,695

差入保証金の回収による収入 19,582 17,581

預り保証金の受入による収入 11,884 12,895

預り保証金の返還による支出 △17,584 △14,816

その他 1,633 △758

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,133 △67,037

イオン（株）(8267) 平成23年２月期 第３四半期決算短信

- 10 -



(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 2009年３月１日 
 至 2009年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2010年３月１日 
 至 2010年11月30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）

26,976 △18,787

長期借入れによる収入 213,163 127,634

長期借入金の返済による支出 △110,291 △143,456

社債の発行による収入 56,620 6,408

新株予約権付社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △26,604 △27,549

配当金の支払額 △13,008 △15,304

少数株主への配当金の支払額 △8,962 △9,065

その他 △1,677 △372

財務活動によるキャッシュ・フロー 236,217 △80,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,276 △5,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,859 △17,694

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）

6,344 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 252,830 262,826
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(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】 

前第３四半期連結累計期間(自 2009 年３月１日 至 2009 年 11 月 30 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 

2,969,208 398,049 84,282 276,281 3,727,822 ― 3,727,822

(2)セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 

33,651 5,083 37,583 516,114 592,433 (592,433) ―

計 3,002,860 403,133 121,866 792,395 4,320,256 (592,433) 3,727,822

営業利益又は 
営業損失(△) 

△2,153 △3,508 26,749 31,103 52,191 3,822 56,013

 

当第３四半期連結累計期間(自 2010 年３月１日 至 2010 年 11 月 30 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 

3,010,554 380,197 87,652 253,898 3,732,302 ― 3,732,302

(2)セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 

26,121 8,486 38,252 555,449 628,310 (628,310) ―

計 3,036,676 388,683 125,905 809,347 4,360,612 (628,310) 3,732,302

営業利益 29,738 2,517 27,908 27,601 87,766 5,592 93,358

 

(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) 当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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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 2009 年３月１日 至 2009 年 11 月 30 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 

3,412,117 104,051 211,653 3,727,822 ― 3,727,822

(2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高 

687 ― 2,290 2,977 (2,977) ―

計 3,412,805 104,051 213,943 3,730,800 (2,977) 3,727,822

営業利益 42,222 129 9,402 51,753 4,259 56,013

(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) 当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。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 2010 年３月１日 至 2010 年 11 月 30 日) 

日本 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) 

営業収益       

(1)外部顧客に対する 
   営業収益 

3,528,981 203,320 3,732,302 ― 3,732,302

(2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高 

1,754 2,829 4,583 (4,583) ―

計 3,530,736 206,149 3,736,886 (4,583) 3,732,302

営業利益 75,746 11,101 86,847 6,511 93,358

 

(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……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、 

オーストラリア、米国 

(注) 当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。 

 

(追加情報) 

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった米国のタルボット社（THE TALBOTS,INC.：イオン

USA 社(AEON(U.S.A.),Inc.)の子会社）は、2010 年４月７日付で当社の連結子会社であるイオン USA 社が

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たことにより、当連結会計年度期首において、

当社の連結範囲から除外いたしました。これにより、北米事業の重要性がなくなったため、当第１四半期

連結累計期間より「北米」は「アジア等」に含めて記載しております。なお、当第３四半期連結累計期間

における「北米」の営業収益は零、営業損失が 170 百万円であります。 
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【海外売上高】 

 前第３四半期連結累計期間(自 2009 年３月１日 至 2009 年 11 月 30 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 104,051 211,653 315,704

Ⅱ 連結営業収益 ― ― 3,727,822

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
  営業収益の割合(％) 

2.8 5.7 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、ベトナム、 

フィリピン、オーストラリア 

  ２ 海外営業収益は、当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。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 2010 年３月１日 至 2010 年 11 月 30 日) 

  
アジア等 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

Ⅰ 海外営業収益 203,320 203,320 

Ⅱ 連結営業収益 ― 3,732,302 

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
  営業収益の割合(％) 

5.4 5.4 

(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……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、 

オーストラリア、米国 

  ２ 海外営業収益は、当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。 

 

(追加情報) 

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった米国のタルボット社（THE TALBOTS,INC.：イオン

USA 社(AEON(U.S.A.),Inc.)の子会社）は、2010 年４月７日付で当社の連結子会社であるイオン USA 社が

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たことにより、当連結会計年度期首において、

当社の連結範囲から除外いたしました。これにより、当第３四半期連結累計期間における「北米」の海外

営業収益は零となっております。 

 

(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。 
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