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1.  平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23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 ％

23年2月期 5,096,569 0.8 172,360 32.4 182,080 39.8 59,688 91.8
22年2月期 5,054,394 △3.4 130,193 4.7 130,198 3.3 31,123 ―

（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％

23年2月期 78.01 68.31 6.9 4.8
22年2月期 40.68 39.21 3.7 3.5

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  △1,985百万円 22年2月期  △10,257百万円

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

23年2月期 3,774,628 1,219,236 23.5 1,159.73
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  887,371百万円 22年2月期  840,533百万円

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

23年2月期 261,132 △105,517 △121,847 306,820
22年2月期 361,096 △324,573 11,179 280,521

2.  配当の状況 

(注)23年2月期期末配当金の内訳  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 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 ％ ％

22年2月期 ― ― ― 20.00 20.00 15,304 49.2 1.8
23年2月期 ― ― ― 21.00 21.00 16,069 26.9 1.9

24年2月期(予想) ― ― ― 21.00 21.00 40.2

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 ※第２四半期連結累計期間については業績予想の開示を行っておりません。 

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(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 5,100,000 0.1 175,000 1.5 183,000 0.5 40,000 △33.0 52.28
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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） ： 有  
除外 1社(社名 The Talbots, Inc.) 
(注)詳細は、13ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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） 23年2月期 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 35,290,230 株 22年2月期 35,319,696 株

③ 期中平均株式数 23年2月期 765,144,983 株 22年2月期 765,123,399 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23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 ％

23年2月期 47,495 32.2 36,101 51.8 37,409 48.0 4,544 △83.0

22年2月期 35,913 △96.6 23,780 5.4 25,269 △24.6 26,687 60.6

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

23年2月期 5.94 5.30
22年2月期 34.88 33.66

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 1,005,178 547,441 54.4 714.59
22年2月期 1,099,251 555,632 50.5 725.43

（参考） 自己資本 23年2月期  546,829百万円 22年2月期  555,098百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
(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 
2011年２月期
（当期） 

2010年２月期 2009年２月期 2008年２月期

営 業 収 益 (百万円) 5,096,569 5,054,394 5,230,786 5,167,366

営 業 利 益 (百万円) 172,360 130,193 124,373 156,040

経 常 利 益 (百万円) 182,080 130,198 126,030 166,326

当期純利益または当期純損失(△) (百万円) 59,688 31,123 △2,760 43,932

 

①連結業績の状況 

・当期は、政府の経済対策やアジア新興国の高い経済成長を背景に、輸出産業を中心として企業業績に持ち直しの

動きが見られたものの、国内におけるデフレ基調の継続や雇用環境の低迷、さらには円高の進行や資源価格の 

上昇、欧州における財政危機等の要因が重なり、景気の先行き不透明感から引き続き厳しい消費環境となりま 

した。当社およびグループ企業各社は、さらなる成長に向けた収益基盤を構築すべく、グループ事業構造改革を

推進するとともに、新たな成長領域における事業展開に取り組みました。また、イオン独自の商品開発力やサプ

ライチェーン、ショッピングセンター（ＳＣ）、ならびに電子マネー等のインフラや総合小売事業を中心とした  

多様な業種・業態を有することによるグループ力を活かした商品・売場改革や、販売促進機会の拡充に努め、  

営業力の向上に注力しました。 

この結果、当社ならびに連結子会社 155 社の連結営業収益は、５兆 965 億 69 百万円（前期比 100.8％）、連結   

営業利益は1,723億 60百万円（同132.4％）、持分法適用関連会社24社を加えた連結経常利益は1,820億 80百

万円（同139.8％）、当期純利益は596億88百万円（同191.8％）となり、増収増益となりました。 

 

【グループ事業構造改革】 

・当社は、ＧＭＳ（総合スーパー）事業改革をグループの重要課題と位置付け、同事業のさらなる成長と収益性向

上に取り組んでまいりました。この改革を一層加速させ、新しいＧＭＳ事業へ進化させることを目的に、イオン

リテール株式会社を存続会社とし、同社はイオンマルシェ株式会社と2010年 12月１日に、株式会社マイカルと

2011 年３月１日に合併しました。これにより誕生した新生イオンリテール株式会社は、営業収益２兆円を超え

るスケールメリットを 大化するとともに、既存の店舗ブランド「ジャスコ」「サティ」を「イオン」に統一し、

イオンブランドの認知度向上に努めます。さらに、これまでの４カンパニー制から８カンパニー制に再編成する

ことにより、地域密着経営を深化させるほか、後方部門を中心とした重複組織・機能の統合による効率化等を  

推進し、成長性と収益性が両立した新しいＧＭＳ企業を目指します。 

・ドラッグ・ファーマシー事業ならびにＳＭ（スーパーマーケット）事業における競争力強化を目的とし、当社は

持分法適用関連会社である株式会社ＣＦＳコーポレーションの株式の過半数を取得し、同社を連結子会社としま

した。これまで両社が培ってきた経営資源を結集し、事業競争力の強化とシナジーの 大化に向けた取り組みを

開始しました。この一環として、ドラッグストアの専門性とコンビニエンスストアの利便性を融合した、地域の

ヘルスケアステーション機能、ならびに生活支援ステーション機能を担う新業態を開発、出店することを目的と

して、2010 年８月 20 日、ミニストップ株式会社、株式会社ＣＦＳコーポレーション、タキヤ株式会社の３社   

合弁による株式会社れこっずを設立しました。また、当社は2010年８月21日、地域に根ざしたＳＭの営業体制

構築を目指し、株式会社ＣＦＳコーポレーションのＳＭ事業部門を承継した同社の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。 

・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、株式会社  

コックスを存続会社として2010年８月21日に合併しました。グループの衣料分野における商品企画から製造、

販売までを一貫して行うＳＰＡ（製造小売業）手法を確立し、グループのＧＭＳ、専門店事業の衣料分野で横断

的に活用できるプラットフォームの構築に努めます。また、事業の再構築や既存ブランドの見直しを進め、高い

専門性と収益性を実現した商品・売場づくりを推進します。 

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

サポート事業を担うチェルト株式会社の両社は、イオンディライト株式会社を存続会社として2010 年９月１日に

合併し、顧客企業が経営戦略上重要な事業に専念できる環境を提供する総合ファシリティマネジメントサービス企
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業として、グループ内外の企業や団体に対し、業務受託へ向けた営業活動を開始しました。 

・当社の連結子会社であった米国のタルボット社（The Talbots, Inc.）は、2010年４月に当社の連結子会社である

イオンＵＳＡ社（AEON(U.S.A.), Inc.）が保有するタルボット社株式を譲渡したことにより、当期首において  

当社の連結範囲から除外となりました。今後、当社は日本を含むアジア地域に経営資源を集中してまいります。 

 

【グループコスト構造改革】 

・新しい成長戦略を支える強い収益基盤の構築を目指し、当期は、グループ横断的かつ構造的なコスト削減を推進

するための専任組織を設置し、グループ全社でコスト構造改革を推進しました。その結果、期首の目標額を大き

く上回る販売費および一般管理費の削減を達成しました。 

 

【商品改革】 

・当期はグループの収益性向上を目的にグループ商品組織を刷新し、イオントップバリュ株式会社、イオン商品  

調達株式会社、イオングローバルＳＣＭ株式会社等グループが有する商品機能会社の活用による効率化をより一

層推進しました。イオントップバリュ株式会社では、イオンのブランド「トップバリュ」の開発強化、商品原価

の低減、サプライチェーンの効率化等を進め、お客さまにご支持いただける品質や機能、価格を追求した新商品

の開発や商品のリニューアルを積極的に実施しました。2010 年６月に発売した新ジャンルビール類「トップバ

リュ バーリアル」は、2011年４月３日時点の販売実績が１億缶（350ml換算）となり、当初の年間販売目標7,200

万缶を大幅に上回りました。また、2004 年の発売以来、毎年改良を重ねご好評をいただいてきた「トップバリ

ュ」のランドセルでは、小学校の教材サイズの変化に対応するとともに、軽量化を実現した「かるすぽ」を発売

し、販売個数が前期比約140％と伸長しました。さらに、健康増進やエコ意識の高まりを背景に「トップバリュ」

の自転車は、お求めやすい価格もご支持いただき、販売台数が前期比約164％と大きく伸長しました。これらの

取り組みの結果、グループ全体における「トップバリュ」の売上高は4,489億円（前期比101.5％）となりました。 

・当社では、これまで構築してきたＩＴ・物流インフラをより一層活用し、サプライチェーン全体の効率化による  

商品在庫の圧縮等をはじめ、さまざまな取り組みを実施することにより、グループ小売各社の利益率改善やキャ

ッシュ・フロー改善を行いました。 

・ＧＭＳ事業では、お客さまのこだわりや多様化するニーズに対応し、サイクルやリカー売場において、品揃えや

陳列、接客等の専門性を追求する「専門店化」を推進するとともに、ファミリー層向けのカジュアル衣料を展開

する「トップバリュコレクション」や30代女性をコアターゲットとした生活雑貨専門店「Ｒ.Ｏ.Ｕ（アール・

オー・ユー）」等の新しい専門店の開発、出店を進めました。 

 

【成長領域における事業展開】 
・当社は、飛躍的な経済成長を遂げるアジアの新興国を重点エリアと位置付け、海外においても積極的な事業展開

を推進しました。中国では、イオンモール株式会社と永旺商業有限公司（Beijing AEON Co., Ltd.）が天津地区

にモール型ＳＣを初出店したほか、永旺商業有限公司が北京市内に出店したＧＭＳ内において、株式会社ジーフ

ットやペットシティ株式会社、株式会社メガスポーツ、株式会社イオンファンタジー、イオンディライト株式会

社がそれぞれ専門店の展開やサービスの提供を行う等、グループを挙げて海外における事業展開を進めました。

また、イオンクレジットサービス株式会社は、所得水準の上昇傾向が続く中国、アセアンにおいてクレジットカ

ード事業をはじめとする多様な金融サービス事業の展開を加速しました。 
・当社は、お客さまの節約志向の高まりに対応すべく、食品や日用雑貨等を低価格でご提供するとともに、ローコ

ストオペレーションに徹するＤＳ（ディスカウントストア）事業を成長分野と位置付け、ＤＳ事業を推進する  

責任者を配置しました。当期は同責任者の下、イオンが全国で展開を進めているＤＳ業態「ザ・ビッグ」の出店

を加速し、2011年２月末の店舗数は、グループ合計で54店舗となりました。 

・2007年４月よりサービスを開始したイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」は、引き続きお客さまの利便性を追求し、

利用可能箇所数の拡大に努めるとともに、“地域通貨”としての取り組みを推進しました。「ＷＡＯＮ」を通じて

地域に貢献し、地域社会との絆を深めることを目的として、ご利用金額の0.1％をカード毎に設定された基金等

に還元する「地域貢献ＷＡＯＮ」は、当期新たに13種類を発行し、合計で16種類となりました。 

・2008年４月にサービスを開始したネットスーパーは、当期新たに57店舗でサービスを開始し、グループ合計で

128店舗となりました。 
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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 4,135,886 101.2 80,467 182.1 

専 門 店 事 業 532,884 98.0 5,746 - 

デ ィ ベ ロ ッ パ ー 事 業 171,008 103.3 38,451 101.1 

サ ー ビ ス 等 事 業 1,111,211 103.8 42,187 96.3 

計 5,950,990 101.4 166,853 133.1 

消 去 ま た は 全 社 △854,420 105.2 5,507 114.2 

連 結 5,096,569 100.8 172,360 132.4 

※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４兆1,358億 86百万円（前期比101.2％）、営業利益は804億 67百万円（同182.1％）

となりました。 

当期は、持分法適用関連会社も含め、国内でＧＭＳ４店舗、ＳＭ49店舗を出店、ＧＭＳ15店舗、ＳＭ28店舗を 

閉店するとともに、海外では、ＧＭＳ８店舗（中国６店舗、アセアン２店舗）、ＳＭ７店舗（中国３店舗、アセアン

４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、ＧＭＳ４店舗、ＳＭ27 店舗の出店、ＧＭＳ６店舗、ＳＭ17 店舗

の閉店となります。 

 

〈ＧＭＳ事業〉  

・国内ＧＭＳ事業各社は、グループが展開する全国のＳＣやテナントと協働して実施した一斉セール、ならびに  

「ＷＡＯＮ」やイオンカードと連動した販促企画、「お客さま感謝デー」「火曜市」等イオンの持つ強みを着実に  

客数および売上高の増加につなげました。また、気温の変化や社会行事に対応した商品の展開強化、およびエコポ

イント制度の変更やたばこ増税による対象商品への需要の高まりにいち早く対応したことで、下半期の国内ＧＭ

Ｓ事業の既存店売上高は前年同期実績を上回りました。さらに、イオンリテール株式会社において既に成果を上

げている収益構造改革の手法をグループ各社へ水平展開し、確実に実施しました。 

・イオンリテール株式会社では、前期に引き続きＧＭＳ改革の一環として取り組んできた商品・売場改革やコスト

構造改革を着実に業績向上につなげました。くわえて、商品・売場改革においては、お客さまニーズの変化に対

応し、ＳＰＡモデルを導入した「トップバリュコレクション」や、サイクル、リカー等で専門性を追求した売場

の構築を行ったことで、厳しい消費環境下でも年間の既存店売上高は前期並みとなりました。また、在庫コント

ロールや、グループのスケールメリットを活かした共同調達の拡大によるＮＢ（ナショナルブランド）商品の  

原価低減、ならびにサプライチェーンの効率化による「トップバリュ」の利益率向上等により、直営荒利益率は

前期と比較して0.4ポイントの改善となりました。さらに既存店販管費については、人件費、設備費を中心に計画

を上回って削減を進め、前期比96.3％となり、これらの取り組みの結果、営業利益は大幅な増益となりました。 

・イオン九州株式会社では、多様化するお客さまのニーズや競争環境に応じた店舗展開、および価格競争力の強化

に取り組んだことにくわえ、グループのインフラを活用した調達コストの低減や設備費を中心とした店舗運営 

コストの削減により収益性が大きく改善し、過去 高の営業利益となりました。株式会社マイカルは、グループ

各社と連携したセールや販促企画の実施、およびグループインフラのさらなる活用や在庫削減を進めたことによ

り、荒利益率の改善が進みました。また、コスト構造改革を強力に推進し、営業利益を大幅に改善しました。 

 

〈ＳＭ事業〉 

・当期首より始動したマックスバリュ地域法人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くわえた国内ＳＭ事業各社は、より地域に根ざした店舗運営に努めるとともに、収益改善

に向け、戦略的な価格政策と重点商品の販売を強化しました。新規出店を進めるとともに、既存店の活性化に向

けた改装、さらにお客さまニーズや競争環境の変化に対応するためのＤＳ業態への転換等に取り組みました。 

くわえて、「ＷＡＯＮ」の取り扱い店舗数の拡大によるお客さまの利便性向上や、さらなる価格競争力の強化、

および「トップバリュ」の展開拡大やＮＢ商品の共同調達の推進による収益性向上等に取り組みました。結果、
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ＳＭ事業各社合計では増収、営業増益となりました。 

 

〈戦略的小型店事業〉 

・ミニストップ株式会社は、国内において夏場の猛暑による店内加工ファストフードのコールドデザート商品の 

販売を強化する等、気温やお客さまニーズの変化にきめ細かく対応したことにくわえ、たばこ増税前の駆け込み

需要への対応、ならびに加盟店に対する品揃え強化のサポートが奏功し、既存店１店１日当たりの売上高前期比

は100.5％となりました。販管費については、既存店の家賃削減や、直営店舗数の削減による同関連経費の削減、

および販促費用の効果的な使用等に努めました。海外においては、韓国を中心に積極的な新規出店を進めました。

結果、同社連結業績は増収増益となりました。 

・オリジン東秀株式会社は、店舗改装を軸とした既存店の活性化、および首都圏エリアへの出店再開等、成長へ向け  

た基盤固めを進めました。下半期から販売を開始した「スマイルシリーズ弁当」の売れ行きが好調となり、「お客  

さま感謝デー」をはじめとしたセールとの組み合わせにより売上が伸長したことにくわえ、グループ内での共同    

調達を活用した原価低減の効果もあり、増益となりました。 

・小型スーパー「まいばすけっと」については、首都圏における出店エリアの拡大や人員体制の見直しをはかりな

がら、当期60店舗を出店し、当期末店舗数は173店となりました。近隣のお客さまのニーズにきめ細かく対応

し、既存店売上高が前期を上回って伸長しました。 

 

〈中国事業〉 

・中国においては、活発な個人消費や企業による投資を背景に、中国国内の経済が引き続き堅調となり、売上高を

順調に伸ばしました。お客さまのライフスタイルの変化や社会行事等に対応した提案型の売場づくり、および 

品揃えにくわえ、「トップバリュ」の展開等により他社との差別化をはかることで、競争力の向上に努めました。

当社連結業績への影響は、増収増益となりました。 

 

〈アセアン事業〉  

・イオンマレーシア（AEON Co. (M) Bhd.）では、引き続き堅調な経済成長を背景に、既存店、新店ともに順調に

売上高を伸ばしました。季節や社会行事に合わせた催事やイオンカード会員向けの販促強化等により、直営売上

高が前期に比べ伸長しました。当期から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（前期の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。衣料をはじめ開発商品を強化し、

収益向上に努めたほか､経費コントロールを進め、当社連結業績への影響は増益となりました。 

・イオンタイランド（AEON (Thailand) CO., LTD.）では、地域行事や社会行事に合わせた品揃えおよび売場の   

構築に努めたことにくわえ、お客さまの低価格志向に対応した価格訴求型セール等の施策が支持されました。 

また、重点商品の拡販による荒利益の確保やコスト構造改革を進めたことにより､同社の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各社合計の当社連結業績への影響は、増益となりました。 

 

【専門店事業】  

専門店事業の営業収益は、5,328億 84百万円（前期比98.0％）、営業利益は57億 46百万円（前期より63億 88

百万円の改善）となりました。 

 

〈専門店事業〉   

・専門店事業は、お客さまの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、自社開発商品の

拡大、ならびに在庫コントロールによる荒利益率の改善に取り組みました。また、コスト構造改革を一層強化し

たこと等により増収増益となりました。 

・株式会社ブルーグラスと合併した株式会社コックスは、既存ブランドの整理統合、ならびに新ブランドの立ち上

げに取り組み、ブランドの集中と再編を進めました。マーチャンダイジング改革をより一層推進し、ＳＰＡ手法

の再構築に取り組みながら、合併によるコストメリットの創出に努めたことで増収となり、また、利益の改善と

なりました。株式会社ジーフットは、グループにおける靴事業の中核を担うべく、商品力および店舗運営力の  

向上に努め、増収ならびに営業増益となりました。また、お客さまのニーズに素早く対応した品揃えや販売力の
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強化、および商品改革による荒利益率の改善や本部費用を中心とした販管費の削減等が寄与し、ペットシティ株

式会社、株式会社未来屋書店およびメガペトロ株式会社は増収増益、また、ローラアシュレイジャパン株式会社、

株式会社メガスポーツは、増益となりました。 

 

〈ドラッグ・ファーマシー事業〉  

・当社は、当期に株式会社ＣＦＳコーポレーションを連結子会社化し、８月には同社のＳＭ事業を分離することで

ドラッグ･ファーマシー事業への専業化をはかり、首都圏・中部地方でのドラッグストア展開の基盤を強化する

体制を整備しました。また、ドラッグストアの専門性とコンビニエンスストアの利便性を融合した新業態「れこ

っず」の出店等、地域のヘルスケアステーションを目指す取り組みを進めました。少子高齢化等の人口動態や  

社会構造の変化に伴い、健康への関心が急速に高まるなか、イオンのドラッグストア事業連合「ハピコム」にお

いては、専売商品「HapYcom（ハピコム）」の充実や調剤併設店舗の展開を進めました。 

 

【ディベロッパー事業】 

ディベロッパー事業の営業収益は1,710億８百万円（前期比103.3％）、営業利益は384億 51百万円（同101.1％） 

となりました。 

 

・イオンモール株式会社は、国内でＳＣを３ヶ所（プロパティ・マネジメント受託物件１ヶ所含む）開設するとと

もに、中国において２号店となるイオンモール天津ＴＥＤＡ（天津市）を開設しました。また、12 ヶ所のＳＣ

で積極的なテナント誘致や入れ替えによるリニューアルを実施したこと等により、空床率が大幅に改善したほか、

グループの総力を挙げて実施した全国一斉セール等の取り組みが寄与し、既存ＳＣの専門店売上、来店客数、  

来車台数が前期を上回って推移しました。事業規模を拡大する一方、既存ＳＣを中心としたコスト構造改革を 

さらに推し進めたことにより、増収増益となりました。 

・持分法適用関連会社のロック開発株式会社は、１ヶ所のＳＣ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１兆1,112億 11百万円（前期比103.8％）、営業利益は421億 87百万円（同96.3％）

となりました。 

 

〈サービス事業〉  

・総合ファシリティマネジメントサービス企業への進化を目指し、チェルト株式会社と合併したイオンディライト

株式会社は、イオングループ内外の企業や団体に対し、経営戦略上の重要な事業に専念できる環境構築の提案を

行いました。新たに国内では国際空港や再開発複合施設等、グループ外における取引先を拡大、海外では2010 年

５月の北京に続き広東や天津でもサービスの提供を開始しました。また、これまでの清掃事業における成果をも

とに、設備管理事業でも働き方の見直しをはかるとともに、資材関連事業では在庫圧縮や物流効率化を推進し、

増収増益となりました。株式会社イオンファンタジーは、中国において新たに２店舗を開店したほか、国内にお

いて幼児期に身につけるべき基本動作を遊びながら体験できる「ファンタジースキッズガーデン」の展開を加速

しました。また、子どもの遊び場に対する安全・安心へのお客さまの関心が高まっていることに対応して親子が

安心して過ごせる“室内公園”をコンセプトとした「ファンタジーキッズーナ」を開発し、2010年 12月より展

開を開始しました。同社の営業収益は減収となりましたが、荒利益率の改善やコスト構造改革に取り組み、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、国内ではクレジットカード事業において、インストアブランチやインター

ネットを通じたカード会員募集を強化したほか、グループ外企業との提携カードの発行や提携先企業との共同企

画、およびカード利用促進キャンペーン等を実施し、国内での有効会員数が期首より95万人純増の2,000万人

に拡大、カードショッピング取扱高は前期比 114.4％となりました。また、新たな収益源として強化している  

銀行代理業では、クレジット、銀行、保険等、さまざまな金融商品・サービスをワンストップで取り扱うインス

トアブランチの拡大に取り組むとともに、株式会社イオン銀行の口座開設業務や定期預金、住宅ローンの取り次

ぎを強化しました。電子マネー事業では、「ＷＡＯＮ」の利用可能箇所数が、2011年２月末時点で全国102,500
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ヶ所、総発行枚数は期首より約510万枚増の約1,850万枚となり、当期の決済金額は8,580億円を超える規模に

まで成長しました。また、海外事業においては、堅調な景気回復を背景にクレジットカードの会員募集の強化を

はかり、取扱高を順調に伸ばしました。インドネシアやフィリピンにおける現地法人の単年度黒字化、ならびに

ベトナム現地法人の単月度黒字化等、新たな地域においても収益モデルの構築が進みました。同社の連結業績は、

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が、ローコスト

オペレーションの徹底等により増益となりました。 

・持分法適用関連会社である株式会社イオン銀行は、2011 年３月末時点で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 75 店舗、ＡＴＭ設置台数約 1,800 台、預金口座数  

約 203 万口座、預金残高約 9,200 億円、貸出金残高約 2,800 億円となりました。同社は、クレジットカードと   

ＡＴＭカード、電子マネーが一体となったイオンカードセレクトの会員募集強化や契約者への特典「イオンセレ

クトクラブ」を提供する住宅ローンや投資信託、保険等の取り扱いを拡大し、営業基盤を拡大しました。 

 

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 3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います。

「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」〉 

イオンは、2008 年３月、ＣＯ２の排出総量を 2012 年度に 2006 年度比で約 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、イオンは継続して“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、お客さまをはじめ、行政や市民団体と協働して実施している  

「買物袋持参運動」では、「レジ袋無料配布中止」実施店舗数が、グループ全体で757店舗（2011年２月末時点）

に拡大し、レジ袋辞退率は61.4％となりました。“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”」を展開するほか、既存店舗においても省エネ技術の導入を推進

し、ＣＯ２排出量の削減に取り組みました。“商品・物流”に関しては、環境に配慮した包装資材や輸送手段へ

の変更に取り組むとともに、「リデュース」「リユース」「リサイクル」「リターナブル」の“４Ｒ”をコンセプト

とするイオンのエコロジー商品ブランド「トップバリュ共環宣言」から、設計寿命が長く、電気代も大幅に削減

でき、ゴミ削減とＣＯ２の排出量削減につながるＬＥＤ電球の販売を開始しました。 

〈「イオン生物多様性方針」〉 

  イオンは、持続可能な社会のために必要な生物多様性の保全を目指し、2010年３月、「イオン生物多様性方針」

を策定しました。同方針の下、お客さまや地域のボランティアの皆さまとともに行う植樹活動や、持続可能な資

源を活用した商品の販売、および生態系保全に配慮した店舗開設を行っています。当期、公益財団法人イオン環

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 947

万本（2011年２月末時点）となりました。1990年の設立以来、同財団は、環境や生物多様性の保全活動を継続

して実施している国内外の環境ＮＧＯへの助成を行っており、当期は、66 件 6,870 万円の助成を行いました。

2010年は「国際生物多様性年」であり、また財団の設立20周年でもあることを記念し「The MIDORI Prize for 

Biodiversity（生物多様性みどり賞）」を創設しました。同賞は、生物多様性の保全とその持続可能な利用の促

進を目的に、生物多様性に関わるさまざまな分野で顕著な貢献等が認められ、今後も影響を有する個人をサポー

トするものです。さらに、ＣＯＰ10開催中の2010年 10月 27日には名古屋市で受賞者３名の表彰と「国際生物

多様性年 特別賞」としてドイツのメルケル首相の顕彰を行いました。 

〈「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」〉 

2001年より実施しているお客さまとともに地域のボランティア団体を応援する「イオン 幸せの黄色いレシート
キャンペーン」の取り組みでは、当期21社 1,156店舗が参加し、延べ約２万2,000団体に総額２億7,782万円
相当の品物を寄贈しました。2001年からの累計で、13億 6,433万円相当の品物を寄贈しています。 

〈包括提携協定〉 

地域貢献活動の一環として、グループとして１府 10県とそれぞれ「包括提携協定」を締結しました。環境保

全、防災、防犯の推進をはじめ、「ＷＡＯＮ」等を活用した商業・観光の振興、地産池消の推進や特産品の販売

促進等、地域社会における安全・安心の確保から経済の活性化に至るまで、さまざまな分野について地域行政と

ともに取り組んでいます。このほか､1,000 を超えるグループの店舗や事業所において、災害時の救援物資の  

提供や避難場所として駐車場スペースの開放等の協力支援を約束する「防災協定」を全国約600の自治体と締結

しています。 

〈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2000 年よりアジア各国で学校建設支援を行って

います。カンボジア、ネパール、ラオスの３ヶ国での建設支援校数は326校となり、さらに2010年からはベト

ナムでの学校建設支援を開始しました。また、2010年 10月より３年計画で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「イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン」をスタートさせ、カンボジアとラオ

スにおいて毎年３万人を超える人たちに安全な水を供給しています。 
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【2011 年２月期の主な募金・支援活動】     
 

募 金 名 お客さま募金額 イオン寄付額※1 支援総額 

チリ地震被災者への災害復興支援募金 25,632,114 円 29,367,886 円 55,000,000 円

ベトナム 学校建設支援募金 40,249,138 円 44,512,626 円 84,761,764 円 

中国青海省地震 被災者緊急復興支援募金 13,994,341 円 26,005,659 円 40,000,000 円

宮崎県 口蹄疫被害に対する緊急支援 ―  10,000,000 円 10,000,000 円

中国甘粛省 土石流被災者への復興支援 ―  10,000,000 円 10,000,000 円

鹿児島県奄美地方 集中豪雨被災者への復興支援 ―  3,000,000 円 3,000,000 円

イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン 18,538,017 円 21,621,465 円 40,159,482 円

山陰地方 大雪被害被災者への復興支援 ―  6,000,000 円 6,000,000 円

オーストラリア 自然災害被災者への復興支援 ―  5,000,000 円 5,000,000 円

ブラジル 洪水・地滑りに対する災害復興支援 ―  5,000,000 円 5,000,000 円

ニュージーランド 地震被災者への復興支援募金※2 40,571,337 円 49,428,663 円 90,000,000 円

※1 イオンからの寄付金は、イオン１％クラブから拠出しました。 

※2 ニュージーランド 地震被災者への復興支援募金は、2011 年３月 31 日までの集計となります。 

 
⑤次期の見通し 
 

連 結 業 績 予 想 2012年２月期 
2011年２月期 
(当期実績) 

営 業 収 益 (百万円) 5,100,000 5,096,569 

営 業 利 益 (百万円) 175,000 172,360 

経 常 利 益 (百万円) 183,000 182,080 

当 期 純 利 益 (百万円) 40,000 59,688 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 52.28 78.01 

Ｒ Ｏ Ｅ ( 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 ) (％) 4.5 6.9 

 

開 店 予 定 2012年２月期 
2011年２月期 
（当期実績） 

Ｇ Ｍ Ｓ (店)         4 （0）＊ 4 （0）＊ 
国 内 

Ｓ Ｍ (店) 31 （10）＊ 49 （22）＊ 

Ｇ Ｍ Ｓ (店)         5           6 
中 国 

Ｓ Ｍ (店)         5           3 

Ｇ Ｍ Ｓ (店)         1           2 
ア セ ア ン 

Ｓ Ｍ (店)         3           4 

  ＊（ ）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。 
 

・当社は、グループの新たな成長戦略への移行と成長を支える経営基盤の確立に向けた中期経営計画（2011 年度

～2013 年度）を着実に実行するため、2011 年３月１日付で首都圏戦略責任者の配置や、日本本社、中国本社、   

アセアン本社の３本社体制へ向けた組織改革を実施しました。2012 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、グループを挙げて中国やアセアン、および首都圏エリアにおける事

業展開の基盤づくりを強力に推進してまいります。 

・グループ収益の大きな割合を占めるＧＭＳ事業では、引き続き収益性の向上に努めてまいります。本州・四国  

エリアで店舗を展開するグループのＧＭＳ企業３社が合併して誕生した新生イオンリテール株式会社は、新たに 

８カンパニー制とし、北海道、九州、沖縄エリアでＧＭＳを運営する連結子会社を合わせ、全国を11エリアに

分割することで、それぞれのエリアにおいてより地域に密着した経営ができる体制を整えました。今後、地域密

着経営の深耕はもとより、それぞれが迅速な意思決定を行うとともに、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はかってまいります。また、カジュアル衣料やサイクル、リカー等で進めて  

いる「専門店化」をより一層推進し、展開を拡大しながら競争力および販売効率の向上をはかり、ＧＭＳ事業の

収益性をさらに高めてまいります。 
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・2011年３月11日に発生した東日本大震災により、イオンでは地震発生当初、東北地方におけるＧＭＳ、ＳＭ等

合計 449 店舗のうち営業可能店舗数の割合が約 35％となりました。しかしながら、イオンが持つ独自のサプラ

イチェーン、グローバルソーシング力などを活用した迅速な対応により、順次営業を再開し、震災から２週間後

の３月25日には約95％の店舗で営業（通常営業、一部営業、店頭販売を含む）を再開するまでに至っています。

今後もお客さまの生活を支えるライフラインとしての役割を担うべく、被災地の復興を 優先とし、早期に平常

化できるよう取り組んでまいります。また、一部地域では、震災の影響による電力や燃料等の供給機能の低下に

よる営業への影響も懸念されていますが、イオンが持つ独自のインフラや、ナショナルチェーンとしての強み、

多様な業種・業態を有するグループ力を活かすことで連結業績への影響を抑えられるものと考えています。 

・業績予想については、東日本大震災、天候、および景気動向等の変動要因を勘案し、現時点で想定できる内容を  

織り込んでいます。 

・当社は業績管理を年次で行っており、第２四半期連結累計期間については予想の開示を行っておりません。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。 

・当社は、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います。 

 

（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 
2011 年２月期

(当期) 
2010 年２月期 2009 年２月期 2008 年２月期

総 資 産 (百万円) 3,774,628 3,785,288 3,741,447 3,591,406 

有 利 子 負 債 (百万円) 1,161,854 1,250,735 1,194,612 1,041,266 

( 金 融 子 会 社 有 利 子 負 債 ) (百万円) (518,739) (518,910) (535,531) (558,468)

(金融子会社除く有利子負債) (百万円) (643,115) (731,825) (659,081) (482,798)

純 資 産 (百万円) 1,219,236 1,144,434 1,105,712 1,167,477 

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 306,820 280,521 224,625 159,744 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 261,132 361,096 234,082 200,050 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △105,517 △324,573 △325,758 △291,283 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △121,847 11,179 165,000 △141,266 

 

（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106億 59百万円減少し、３兆7,746億 28百万円(前期比99.7％)となりました。 

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927億68百万円増加したほか、債権流動化等

により営業貸付金が1,298億97百万円減少し、それに伴う信託受益権の増加等により投資有価証券が323億

95百万円増加しています。 

 

〈負債の状況〉 

・連結負債は、前期末より854億61百万円減少し、２兆5,553億91百万円(前期比96.8％)となりました。コマー

シャル・ペーパーも含めた借入金が734億67百万円減少する等、有利子負債が888億81百万円減少したこと

によるものです。 

 

〈純資産の状況〉 

・純資産は、前期末より748億１百万円増加し、１兆2,192億36百万円(前期比106.5％)となりました。主な増

加の要因は、利益剰余金が466億97百万円、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277億65百万円それぞれ増加したことによるものです。 
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（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262億 99百万円増加し、3,068億 20百万円(前期比109.4％)

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 2,611 億 32 百万円(前期比 72.3％）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 999 億 64 百万円減少した主な要因は、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281億 14百万円増加した一方、金融子会社の割賦売掛金の増加等に

より売上債権の増減額が997億 53百万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 1,055 億 17 百万円(前期比 32.5％）となりました。投資活動によるキャッ

シュ･フローが前期に比べて 2,190 億 55 百万円増加した主な要因は、固定資産の取得に伴う支出が 1,303 億

84百万円減少したことに加え、米国子会社株式の譲渡と同時に回収した貸付金を含む450億 58百万円の貸付

金の回収による収入があったこと等によるものです。 

 

〈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、減少した資金は 1,218 億 47 百万円(前期は 111 億 79 百万円の増加)となりました。財務活動

によるキャッシュ・フローが前期に比べて1,330億 26百万円減少した主な要因は、短期借入金及びコマーシ

ャル・ペーパーの増減額が1,300億 28百万円増加した一方、新株予約権付社債の発行による収入が1,000億

円、長期借入れによる収入が833億 75百万円、社債の発行による収入が502億６百万円、長期借入金の返済

による支出が288億 82百万円それぞれ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 20円を基本としつつ(従来は 15円)、連結配当性向 20％以上（従来は

15％）を目標として定め、さらなる利益成長並びに株主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。 

 

②2011 年２月期の利益配分および株主配当金の支払い開始日 

イオン株式会社は、2011 年２月期において、米国タルボット社の株式売却益の一部を株主の皆さまに還元

することとし、１株当たり３円の特別配当を実施します。これにより、当期の剰余金の配当は、従来の配当政

策に則り普通配当18円に特別配当３円を加え、１株当たり21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、2011年４月27日（水曜日）からとさせていただきます。 

 

③2012 年２月期の利益配分（予定） 

イオン株式会社では、中間配当は行っていませんが、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います。 
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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 155 社の連結子会社、24 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。なお、前連結会計年度末に

おいて当社の連結子会社であった The Talbots,Inc(タルボット社)は、2010 年４月に当社の連結子会社である AEON

(U.S.A.),Inc.が保有するタルボット社株式を売却したことにより、当社の連結範囲から除外しております。 

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 ： イオン北海道㈱、ミニストップ㈱、㈱ＣＦＳコーポレーション、イオンモール㈱、 
イオンディライト㈱、イオンクレジットサービス㈱、㈱イオンファンタジー 

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㈱ 

大証JASDAQスタンダード ： イオン九州㈱、マックスバリュ北海道㈱、㈱サンデー、㈱コックス 

名 証 市 場 第 二 部 ： マックスバリュ中部㈱、㈱ジーフット 

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．  

商品の供給 
役務の提供 商品の供給 

 商品の供給 

≪総合小売事業≫ 

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 

（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 

≪専門店事業≫ 
連結子会社 
※㈱コックス 
※㈱ジーフット 

㈱イオンフォレスト 
オリジン東秀㈱ 

※㈱ＣＦＳコーポレーション 
他 29 社 

 
持分法適用関連会社 

㈱メディカル一光 
㈱タカキュー 
㈱やまや 

           他４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 19 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㈱ 
(総合ファシリティーマネジメントサービス業)

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)

※㈱ツヴァイ(結婚情報サービス業) 
                 他 57 社

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

≪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・浸透をはかっています。 

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   

2011 年の世界経済は、世界金融危機以降の景気回復の一翼を担ってきたアジア新興国におけるインフレ懸念

とインフレ抑制に向けた金融引き締め策による経済成長の減速、各国政府が実施してきた経済対策効果の減退

や欧州における財政問題の長期化、原油価格の高騰等の影響により、回復スピードが鈍化するリスクを抱えて

います。日本経済も、東日本大震災による影響や計画停電の実施、政府による経済対策効果の減退やアジア  

新興国向け輸出が鈍化するリスクを抱え、雇用環境が停滞しているなか、国内景気の先行きに不透明感が高ま

っています。このような足もとの経済状況の認識にくわえ、中長期的な視野で今後10年を見据えると、過去に

当社が経験した変化を越える大きな環境変化に直面すると認識しています。 

当社は、この大きな環境変化を飛躍的なグループ成長を遂げるための好機と捉え、2020 年に向けた新たな成

長ステージへの移行を目指し、2011年度を始期とする３ヶ年計画「イオングループ中期経営計画（2011年度～

2013年度）」を策定しました。 

イオングループ中期経営計画（2011 年度～2013 年度）において、当社は今後の大きな環境変化を「経済の   

アジアシフト」「人口の都市シフト」「人口のシニアシフト」という３つのメガトレンドで捉え、グループ共通

戦略としてアジアマーケット、大都市マーケット、シニアマーケットの３つの領域に経営資源を振り向け、  

グループ一体で新しい成長機会を獲得してまいります。グループ各事業は既存の事業モデルの革新をはかり、

新しい成長モデルを確立するとともに収益力を高め、生み出した経営資源を上記３領域へ集中的に投下して 

まいります。また、成長を支える組織体制や財務基盤を確立し、成長性と収益性、安定性でバランスのとれたグル

ープ経営を目指します。 

新しい成長機会の獲得に向けたグループ共通戦略ならびに組織戦略、財務戦略の要点は以下の通りです。 

① グループ共通戦略 

・アジアシフト 

今後10年でアジア新興国は飛躍的な経済成長を遂げ、日本を除くアジアのＧＤＰ規模は現在の２倍となり、

アジアが世界の成長エンジンとして世界経済を牽引していくと予測されています。これらの国々では経済成長に

より中間所得者層が急増し、アジア新興国の小売・サービス市場は今後 10 年で飛躍的な成長を遂げるものと  

認識しています。 

当社は、世界経済の成長エンジンである日本を含むアジア地域を一つのマーケットとして捉え、グループ全て

の事業が一体となってアジア新興国市場において成長戦略を推進してまいります。中国では、既存の北京・天津、

山東省、広東省、香港にくわえ、新たに複数のエリアで事業展開を開始します。アセアンにおいては、1980 年

代に事業展開を開始したマレーシアやタイ、2009 年に駐在員事務所を設置したベトナムに続き、インドネシア

やカンボジア、ラオス、成長著しいインドにおいて新たな事業展開に向けた準備を開始します。商品についても

特定エリアへの過度の集中を改め、中国、アセアン、インドの各エリアにおいてバランスのとれた商品調達・  

商品開発体制を構築してまいります。 
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・大都市シフト 

アジア新興国を中心に大都市への人口集中が加速し、2020 年にはアジア全域で新たな都市居住者が４億人 

増加し22億人になると予測されています。日本や韓国、中国等東アジア各国では少子高齢化を背景として2030

年をピークに総人口が減少しますが、それらの国々の都市居住者数は今後も継続的に増加していくと予測されて

います。日本は、総人口が減少する人口減少社会を迎えていますが、大都市圏ほど人口減少率は低く、とりわけ

東京都は人口増加が継続する数少ない増加エリアになると予測されています。 

当社は、大都市への人口流入による大都市郊外の発展とモータリゼーションの進展が同時に加速する中国、 

アセアン、インドにおいて本格的なＳＣ時代が到来するものと認識し、ディベロッパー事業やＧＭＳ事業、総合

金融事業等グループの持つ経営資源を組み合わせた成長戦略を推進してまいります。日本国内においても、東京

都市圏を中心に中京圏、京阪神圏、政令指定都市等を重点エリアと位置付け、グループの持つ事業・業態を組み

合わせた成長戦略を推進してまいります。 

・シニアシフト 

日本の65歳以上人口は既に全人口の23％を占めていますが、2020年にはさらに高齢化が進み、全人口の３割

を高齢者が占める世界一の高齢社会を迎えます。日本では今後、高齢者人口の増加、世代別人口構成の変化によ

り政治、経済、社会等あらゆる分野で大きな変化が起きるものと認識しています。とりわけ、個人消費の観点か

らは消費意欲の旺盛な団塊世代の高齢化に伴い、シニアの小売・サービス市場が急拡大すると期待しています。 

当社は、グループ各事業の店舗、商品、サービス等全ての分野でシニア層のニーズの取り込みをはかり、新し

い成長機会を獲得してまいります。店舗については、シニアにやさしい施設づくりを進めるとともに、売場の  

分かりやすさ、商品の見やすさ、接客等においてシニア層のニーズに対応した店舗を目指して改革を推進してま

いります。商品については、健康に配慮したシニア層向けの商品開発等を一層強化します。また、シニア層を対

象とした新たなサービス事業や専門店の開発にも積極的に取り組みます。 

② 組織戦略 

本中期経営計画の推進、とりわけ中国、アセアン、インドでのグループ一体となった成長戦略の推進を加速す

るため、グループ組織体制の抜本的な見直しを進めてまいります。グループ本社機能を担うイオン株式会社の下

に日本本社、中国本社、アセアン本社を配置し、各本社に大幅な権限委譲を行い、各地域において迅速な意思決

定とグループ成長に向けた戦略を遂行する体制を構築してまいります。 

③ 財務戦略 

営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローのバランスを重視し、中期経営計画を支える安定した  

財務基盤の確立をはかります。 
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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 
(2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(2011年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294,427 320,212

受取手形及び売掛金 323,779 416,548

有価証券 3,372 4,509

たな卸資産 333,624 308,951

繰延税金資産 41,367 40,728

営業貸付金 423,324 293,427

その他 167,318 178,329

貸倒引当金 △54,129 △53,245

流動資産合計 1,533,085 1,509,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 934,161 910,075

工具、器具及び備品（純額） 119,140 108,186

土地 347,211 354,029

リース資産（純額） 3,140 6,336

建設仮勘定 25,599 24,796

その他（純額） 3,394 3,643

有形固定資産合計 1,432,648 1,407,068

無形固定資産   

のれん 69,479 74,753

ソフトウエア 28,592 27,514

リース資産 1,154 2,033

その他 20,589 13,064

無形固定資産合計 119,816 117,365

投資その他の資産   

投資有価証券 242,111 274,507

繰延税金資産 61,519 63,981

差入保証金 321,571 324,916

店舗賃借仮勘定 4,219 2,942

その他 86,922 89,387

貸倒引当金 △16,607 △15,004

投資その他の資産合計 699,737 740,731

固定資産合計 2,252,202 2,265,166

資産合計 3,785,288 3,774,628
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(2011年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 637,470 640,114

短期借入金 89,180 52,065

1年内返済予定の長期借入金 183,203 217,028

1年内償還予定の社債 27,518 15,311

コマーシャル・ペーパー 7,000 5,410

リース債務 571 1,468

未払法人税等 33,233 44,838

賞与引当金 15,183 17,991

店舗閉鎖損失引当金 3,770 8,397

ポイント引当金 7,981 12,070

設備関係支払手形 27,890 30,861

その他 355,047 373,354

流動負債合計 1,388,050 1,418,913

固定負債   

社債 223,182 215,209

新株予約権付社債 99,998 99,976

長期借入金 616,213 547,624

リース債務 3,869 7,759

繰延税金負債 13,140 8,390

退職給付引当金 13,413 8,271

役員退職慰労引当金 1,062 889

店舗閉鎖損失引当金 8,244 2,448

偶発損失引当金 1,005 675

利息返還損失引当金 22,840 16,017

商品券回収損失引当金 2,240 2,531

長期預り保証金 220,266 216,844

その他 27,325 9,841

固定負債合計 1,252,802 1,136,478

負債合計 2,640,853 2,555,391

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 449,950 496,648

自己株式 △61,512 △61,458

株主資本合計 852,456 899,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △718 3,401

繰延ヘッジ損益 △1,863 △1,225

為替換算調整勘定 △9,340 △14,012

評価・換算差額等合計 △11,922 △11,836

新株予約権 920 1,118

少数株主持分 302,980 330,746

純資産合計 1,144,434 1,219,236

負債純資産合計 3,785,288 3,774,628
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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 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

売上高 4,542,599 4,561,748

売上原価 3,269,190 3,322,762

売上総利益 1,273,408 1,238,985

その他の営業収入 511,795 534,821

営業総利益 1,785,203 1,773,807

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 103,066 95,859

貸倒引当金繰入額 32,221 31,614

従業員給料及び賞与 572,842 557,027

賞与引当金繰入額 15,183 17,991

法定福利及び厚生費 87,106 84,698

水道光熱費 90,872 89,224

減価償却費 133,290 124,635

修繕維持費 84,504 81,836

地代家賃 274,680 269,918

のれん償却額 7,563 7,019

その他 253,678 241,619

販売費及び一般管理費合計 1,655,010 1,601,446

営業利益 130,193 172,360

営業外収益   

受取利息 2,942 3,423

受取配当金 959 1,114

負ののれん償却額 11,571 11,209

テナント退店違約金受入益 3,487 2,410

償却債権取立益 3,273 2,957

その他 6,288 5,812

営業外収益合計 28,522 26,927

営業外費用   

支払利息 12,366 10,858

持分法による投資損失 10,257 1,985

その他 5,894 4,363

営業外費用合計 28,517 17,207

経常利益 130,198 182,080
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

特別利益   

固定資産売却益 2,273 4,014

投資有価証券売却益 46 177

子会社株式売却益 － 21,630

持分変動利益 387 959

貸倒引当金戻入額 1,511 937

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 8,724 9,838

特別利益合計 33,831 37,557

特別損失   

固定資産除却損 3,312 4,615

減損損失 26,723 33,284

投資有価証券評価損 108 11,094

貸倒引当金繰入額 3,110 41

店舗閉鎖損失 1,649 1,930

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,474 1,100

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 1,693 －

総合小売事業再編費用 － 5,227

その他 4,714 7,176

特別損失合計 57,789 64,471

税金等調整前当期純利益 106,240 155,166

法人税、住民税及び事業税 49,106 67,401

法人税等調整額 3,926 △4,040

法人税等合計 53,032 63,360

少数株主利益 22,085 32,117

当期純利益 31,123 59,688
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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 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 264,967 264,963

当期変動額   

自己株式の処分 △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 264,963 264,963

利益剰余金   

前期末残高 434,991 449,950

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 △15,304

当期純利益 31,123 59,688

自己株式の処分 △0 △23

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

2,070 2,336

当期変動額合計 20,184 46,697

当期末残高 449,950 496,648

自己株式   

前期末残高 △61,517 △61,512

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 9 56

当期変動額合計 5 53

当期末残高 △61,512 △61,458

株主資本合計   

前期末残高 837,495 852,456

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 △15,304

当期純利益 31,123 59,688

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 5 33

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

2,070 2,336

当期変動額合計 20,186 46,751

当期末残高 852,456 899,208
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 △4,591 △718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,872 4,120

当期変動額合計 3,872 4,120

当期末残高 △718 3,401

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,577 △1,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △286 638

当期変動額合計 △286 638

当期末残高 △1,863 △1,225

為替換算調整勘定   

前期末残高 △10,248 △9,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 908 △4,671

当期変動額合計 908 △4,671

当期末残高 △9,340 △14,012

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △16,417 △11,922

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,494 86

当期変動額合計 4,494 86

当期末残高 △11,922 △11,836

新株予約権   

前期末残高 787 920

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132 198

当期変動額合計 132 198

当期末残高 920 1,118

少数株主持分   

前期末残高 283,846 302,980

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,133 27,765

当期変動額合計 19,133 27,765

当期末残高 302,980 330,746
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

純資産合計   

前期末残高 1,105,712 1,144,434

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 △15,304

当期純利益 31,123 59,688

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 5 33

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

2,070 2,336

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,760 28,050

当期変動額合計 43,947 74,801

当期末残高 1,144,434 1,219,236
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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 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 106,240 155,166

減価償却費 141,905 134,030

のれん償却額 7,563 7,019

負ののれん償却額 △11,571 △11,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,358 30,147

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 10,904 △6,823

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） 36 290

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,600 3,569

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,688 2,224

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △776 △1,126

受取利息及び受取配当金 △3,901 △4,537

支払利息 12,366 10,858

為替差損益（△は益） △1,058 316

持分法による投資損益（△は益） 10,257 1,985

固定資産売却益 △2,273 △4,014

固定資産売除却損 3,263 5,019

減損損失 26,723 33,284

持分変動損益（△は益） △283 △613

子会社株式売却損益（△は益） － △21,630

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 47 △174

投資有価証券評価損益（△は益） 108 11,094

売上債権の増減額（△は増加） △19,139 △118,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,378 21,750

営業貸付金の増減額（△は増加） 22,277 58,295

仕入債務の増減額（△は減少） 48,396 924

その他の資産・負債の増減額 44,502 14,052

その他 △4,015 2,612

小計 420,022 323,622

利息及び配当金の受取額 3,412 4,158

利息の支払額 △11,576 △10,773

法人税等の支払額 △50,761 △55,875

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,096 261,132
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 △4,825 △2,825

有価証券の売却による収入 4,945 4,692

固定資産の取得による支出 △307,390 △177,006

固定資産の売却による収入 6,784 29,803

投資有価証券の取得による支出 △47,645 △12,804

投資有価証券の売却による収入 11,497 3,309

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

△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

1,183 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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 8,451

貸付金の回収による収入 － 45,058

差入保証金の差入による支出 △13,820 △7,116

差入保証金の回収による収入 24,989 19,863

預り保証金の受入による収入 13,486 18,199

預り保証金の返還による支出 △22,980 △22,520

その他 3,251 △3,367

投資活動によるキャッシュ・フロー △324,573 △105,517

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）

△168,416 △38,387

長期借入れによる収入 236,347 152,972

長期借入金の返済による支出 △160,523 △189,406

社債の発行による収入 57,550 7,343

社債の償還による支出 △27,878 △27,585

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 △2,080 △2,192

少数株主への払戻による支出 △10 △162

配当金の支払額 △13,008 △15,304

少数株主への配当金の支払額 △9,080 △9,241

その他 △1,720 116

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,179 △121,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,847 △7,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,550 26,299

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期末残高 280,521 306,820
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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 

(企業結合に関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「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。 

 

(退職給付に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)(企業会計基準第19号 平成

20年７月31日)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ありません。 

 

追加情報 

(金融商品に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を

適用しております。 

 

(賃貸等不動産の時価等に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平

成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。 

 

 なお、上記「会計方針の変更」以外は、 近の有価証券報告書(2010年５月14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 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

 
当連結会計年度(自 2010 年３月１日  至 2011 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 

4,090,768 521,654 119,526 364,620 5,096,569 ― 5,096,569

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

45,117 11,230 51,481 746,591 854,420 (854,420) ―

計 4,135,886 532,884 171,008 1,111,211 5,950,990 (854,420) 5,096,569

  営業費用 4,055,418 527,138 132,556 1,069,024 5,784,137 (859,928) 4,924,208

  営業利益 80,467 5,746 38,451 42,187 166,853 5,507 172,360

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   

資産 1,860,848 264,060 725,168 1,222,887 4,072,964 (298,336) 3,774,628

減価償却費 83,314 7,620 25,589 23,962 140,487 562 141,049

減損損失 25,382 1,740 6,079 81 33,284 ― 33,284

資本的支出 87,999 6,499 60,364 22,142 177,006 ― 177,006

(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。 

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 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 (10,872) 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、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。 

 
当連結会計年度(自 2010 年３月１日  至 2011 年２月 28 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) 

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 4,823,763 272,805 5,096,569 ― 5,096,569

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

2,715 3,721 6,437 (6,437) ―

計 4,826,479 276,527 5,103,007 (6,437) 5,096,569

  営業費用 4,677,740 261,035 4,938,775 (14,566) 4,924,208

  営業利益 148,739 15,492 164,231 8,129 172,360

Ⅱ 資産 3,428,169 368,107 3,796,276 (21,648) 3,774,628

(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、当連結会計年度より「北米」は「アジア等」に含めて記載しております。なお、当連結会計年度における「北米」

の営業収益は零、営業費用及び営業損失は 189 百万円、資産は 5,604 百万円であります。 
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【海外売上高】 

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

 北米 アジア等 合計 

Ⅰ 海外営業収益(百万円) 132,232 285,756 417,988

Ⅱ 連結営業収益(百万円) ― ― 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、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。 
 
当連結会計年度(自 2010 年３月１日  至 2011 年２月 28 日) 

 アジア等 合計 

Ⅰ 海外営業収益(百万円) 272,805 272,805 

Ⅱ 連結営業収益(百万円) ― 5,096,569 

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、当連結会計年度におけ

る「北米」の海外営業収益は零となっております。 

 
【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 2,693,229 99.0

 スーパーマーケット 1,065,149 105.9

 コンビニエンスストア 104,874 104.9

 その他 272,632 104.9

総合小売事業計 4,135,886 101.2

専門店事業 532,884 98.0

ディベロッパー事業 171,008 103.3

サービス等事業 

 金融サービス 146,165 96.9

 その他 965,046 104.9

サービス等事業計 1,111,211 103.8

  小計 5,950,990 101.4

  消去又は全社 (854,420) 105.2

  合計 5,096,569 100.8

(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 362,447 百万円）は含んでおりません。 
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産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。 

 

(１株当たり情報) 
 

 
前連結会計年度 

(自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日) 

１株当たり純資産額 1,098円56銭 1,159円73銭 

１株当たり当期純利益金額 40円68銭 78円01銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 39円21銭 68円31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 
(2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(2011年２月28日) 

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(百万円) 

1,144,434 1,219,236 

普通株式に係る純資産額(百万円) 840,533 887,371 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

302,980 330,746 

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) 35,319 35,290 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

765,126 765,155 

 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
前連結会計年度 

(自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日) 

当期純利益(百万円) 31,123 59,688 

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(百万円) 31,123 59,688 

普通株式の期中平均株式数(千株) 765,123 765,144 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
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 △64 

支払利息等(税額相当額控除後) 26 89 

当期純利益調整額(百万円) △4 25 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に用いられた普通株式増加数(千株) 
 (うち新株予約権付社債) 

28,481 
(28,310)

108,988 
(108,751)

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金額の算定に含ま
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) 

（東日本大震災の影響について） 

 2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、一部の連結子会社は、東北及び関東地方の

店舗及び倉庫の一部が損壊する被害を受けました。被害を受けた資産の主なものは、建物及び構築物、

工具、器具及び備品及び商品等のたな卸資産であり、損害額については現在調査中です。 

 なお、当該震災が翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響

については現時点では合理的に算定することは困難でありますが、固定資産除却損及び復旧等に係る原

状回復費等の発生が見込まれます。 
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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 
(2010年２月28日) 

当事業年度 
(2011年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,164 36,723

有価証券 366 －

前払費用 58 85

繰延税金資産 2,394 452

関係会社短期貸付金 344,101 295,350

未収収益 10,373 9,942

未収入金 － 13,004

その他 5,617 270

流動資産合計 424,075 355,829

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,143 10,791

構築物（純額） 106 96

工具、器具及び備品（純額） 197 190

土地 3,674 3,674

建設仮勘定 80 51

有形固定資産合計 15,202 14,804

無形固定資産   

商標権 267 237

その他 68 66

無形固定資産合計 335 303

投資その他の資産   

投資有価証券 43,748 55,557

関係会社株式 551,218 531,391

関係会社出資金 4,227 5,572

長期貸付金 7 5

関係会社長期貸付金 17,583 50

固定化営業債権 3,061 2,816

長期前払費用 230 268

繰延税金資産 42,271 40,996

その他 481 459

貸倒引当金 △3,193 △2,877

投資その他の資産合計 659,637 634,241

固定資産合計 675,176 649,349

資産合計 1,099,251 1,005,178
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(単位：百万円)

前事業年度 
(2010年２月28日) 

当事業年度 
(2011年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 39,295 28,828

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払金 2,818 2,498

未払費用 1,635 1,681

未払法人税等 145 1,077

未払消費税等 535 230

預り金 158,462 119,663

賞与引当金 98 104

その他 1,899 1,831

流動負債合計 214,891 155,914

固定負債   

社債 100,000 100,000

新株予約権付社債 99,998 99,976

長期借入金 123,291 95,587

投資等損失引当金 5,093 5,929

その他 344 328

固定負債合計 328,727 301,822

負債合計 543,618 457,736

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

資本剰余金合計 264,963 264,963

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 4,606 4,503

別途積立金 95,500 95,500

繰越利益剰余金 42,460 31,781

利益剰余金合計 154,337 143,555

自己株式 △61,452 △61,400

株主資本合計 556,903 546,173

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △842 1,614

繰延ヘッジ損益 △962 △958

評価・換算差額等合計 △1,804 656

新株予約権 534 612

純資産合計 555,632 547,441

負債純資産合計 1,099,251 1,005,178
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

営業収入   

関係会社受取配当金 17,378 27,540

関係会社受入手数料 17,252 18,663

その他 1,283 1,291

営業収入合計 35,913 47,495

営業総利益 35,913 47,495

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,948 1,489

従業員給料及び賞与 4,248 3,956

賞与引当金繰入額 98 104

法定福利及び厚生費 262 293

水道光熱費 23 21

減価償却費 673 532

修繕維持費 95 132

地代家賃 220 217

調査研究費 1,302 981

その他 3,257 3,664

販売費及び一般管理費合計 12,133 11,394

営業利益 23,780 36,101

営業外収益   

受取利息 7,559 5,433

受取配当金 868 996

その他 286 537

営業外収益合計 8,714 6,967

営業外費用   

支払利息 3,004 2,584

社債利息 2,461 2,594

その他 1,759 481

営業外費用合計 7,226 5,660

経常利益 25,269 37,409

特別利益   

差入保証金償還益 1,332 1,325

貸倒引当金戻入額 － 244

投資等損失引当金戻入額 6,008 －

その他 773 3

特別利益合計 8,114 1,574
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

特別損失   

関係会社株式評価損 － 26,299

投資等損失引当金繰入額 － 1,035

持株会社移行費用 871 －

その他 276 1,520

特別損失合計 1,148 28,855

税引前当期純利益 32,235 10,127

法人税、住民税及び事業税 220 3,641

法人税等調整額 5,327 1,941

法人税等合計 5,547 5,583

当期純利益 26,687 4,544
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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 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 3 －

当期変動額   

自己株式の処分 △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 264,967 264,963

当期変動額   

自己株式の処分 △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 264,963 264,963

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   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 4,768 4,606

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △161 △102

当期変動額合計 △161 △102

当期末残高 4,606 4,503

別途積立金   

前期末残高 95,500 95,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 95,500 95,500
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 28,620 42,460

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 161 102

剰余金の配当 △13,008 △15,304

当期純利益 26,687 4,544

自己株式の処分 △0 △23

当期変動額合計 13,840 △10,679

当期末残高 42,460 31,781

利益剰余金合計   

前期末残高 140,659 154,337

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △13,008 △15,304

当期純利益 26,687 4,544

自己株式の処分 △0 △23

当期変動額合計 13,678 △10,782

当期末残高 154,337 143,555

自己株式   

前期末残高 △61,459 △61,452

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △3

自己株式の処分 9 55

当期変動額合計 7 52

当期末残高 △61,452 △61,400

株主資本合計   

前期末残高 543,220 556,903

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △15,304

当期純利益 26,687 4,544

自己株式の取得 △2 △3

自己株式の処分 5 32

当期変動額合計 13,682 △10,730

当期末残高 556,903 546,173
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011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 △4,758 △842

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,915 2,457

当期変動額合計 3,915 2,457

当期末残高 △842 1,614

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △942 △962

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 4

当期変動額合計 △19 4

当期末残高 △962 △958

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5,701 △1,804

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,896 2,461

当期変動額合計 3,896 2,461

当期末残高 △1,804 656

新株予約権   

前期末残高 532 534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 78

当期変動額合計 1 78

当期末残高 534 612

純資産合計   

前期末残高 538,052 555,632

当期変動額   

剰余金の配当 △13,008 △15,304

当期純利益 26,687 4,544

自己株式の取得 △2 △3

自己株式の処分 5 32

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,897 2,539

当期変動額合計 17,579 △8,190

当期末残高 555,632 547,441
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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。 

 

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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