
各 位                                    ２０１５年５月27日 
株式会社イオンファンタジー 
代表取締役社長   片岡 尚 

（コード番号 4343 ） 
常務取締役管理統括 新田 悟 

（電話 043-212-6203） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成27年２月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成27年４月９日 15時に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データを送信します。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

連結キャッシュフロー計算書について誤記がありましたので、記載内容の一部を訂正いたしました。 

なお、今回の訂正による損益および純資産への影響はございません。 

 

２． 訂正の内容 

◆サマリー情報 １ページ 

１．平成27年２月期の連結業績（平成26年３月１日～平成27年２月28日） 

（訂正前） 

（３）連結キャッシュフローの状況 

 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 

 
27年２月期 
26年２月期 

百万円 

4,061 
6,674 

百万円

△3,122
△8,023

百万円 

△394 
△820 

百万円

3,369
3,246

 

 

（訂正後） 

 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 

 
27年２月期 
26年２月期 

百万円 

3,570 
6,674 

百万円

△3,146
△8,023

百万円 

△394 
△820 

百万円

3,369
3,246

 
◆サマリー情報 ２ページ 

（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） 

（訂正前）新規 １社 （社名）PT AEON FANTASY INDONESIA 
（訂正後】新規 ２社 （社名）AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES INC.、PT AEON FANTASY INDONESIA 
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◆ 添付資料４ページ 

１．経営成績・財務状態に関する分析 

（２） 財務状態に関する分析 

  ②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度におけるキャッシュフロー 

（訂正前） 

 前連結会計期間 当連結会計期間 増減 

営業活動によるキャッシュフロー 6,674 4,061 △2,612 

投資活動によるキャッシュフロー △8,023 △3,122 4,900 

財務活動によるキャッシュフロー △820 △394 425 

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 △420 △585 

現金及び現金同等物の増加額（△は減少） △2,003 123 2,126 

現金及び現金同等物の期首残高 5,250 3,246 △2,003 

現金及び現金同等物の期末残高 3,246 3,369 123 

 

（訂正後） 

 前連結会計期間 当連結会計期間 増減 

営業活動によるキャッシュフロー 6,674 3,570 △3,103 

投資活動によるキャッシュフロー △8,023 △3,146 4,876 

財務活動によるキャッシュフロー △820 △394 425 

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 △420 △585 

現金及び現金同等物の増加額（△は減少） △2,003 123 2,126 

現金及び現金同等物の期首残高 5,250 3,246 △2,003 

現金及び現金同等物の期末残高 3,246 3,369 123 

 
（営業活動によるキャッシュフロー） 

（訂正前） 
営業活動により得られた資金は40億61百万円（前年同期26億12百万円の減少）となりました。主に、 

税金等調整前当期純利益30億13百万円及び減価償却費46億23百万円の計上と法人税等17億21百万円 
の支払いによるものです。 
 
（訂正後） 
営業活動により得られた資金は35億70百万円（前年同期31億3百万円の減少）となりました。主に、 

税金等調整前当期純利益30億13百万円及び減価償却費46億23百万円の計上と法人税等17億21百万円 
の支払いによるものです。 
 

（投資活動によるキャッシュフロー） 
（訂正前） 
投資活動により使用した資金は31億22百万円となりました。主に、積極的な新規出店や既存店活性化

投資に伴う有形固定資産85億35百万円（前年同期５億88百万円増加）の取得と関係会社寄託金の減少
60億円によるものです。 
 
（訂正後） 
投資活動により使用した資金は31億46百万円となりました。主に、積極的な新規出店や既存店活性化

投資に伴う有形固定資産85億35百万円（前年同期５億88百万円増加）の取得と関係会社寄託金の減少
60億円によるものです。 
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（財務活動によるキャッシュフロー） 
（訂正前） 
財務活動により使用した資金は３億94百万円となりました。主に、配当金５億44百万円の支払いによ

るものです。 
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

 2014年2月期 2015年２月期 

自己資本比率 72.5% 70.7% 

時価ベースの自己資本比率 88.9% 93.1% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 - 3.7% 

インタレスト・カバレッジ・レシオ -倍 4,185.3倍 

 

（訂正後） 

財務活動により使用した資金は３億94百万円となりました。主に、配当金５億44百万円の支払いによ
るものです。 
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

 2014年2月期 2015年２月期 

自己資本比率 72.5% 70.7% 

時価ベースの自己資本比率 88.9% 93.1% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 - 4.2% 

インタレスト・カバレッジ・レシオ -倍 2,589.9倍 
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◆添付資料15ページ
（訂正前）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日

　至　平成27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 2,544,483 3,013,862

減価償却費 5,076,932 4,623,116

受取利息 △29,026 △18,112

利息の支払額 - 970

為替差損益（△は益） - △509,151

固定資産除売却損益（△は益） 125,271 △236,461

減損損失 69,780 318,612

売上預け金の減少額(△は増加) 54,369 △1,138,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,523 △548,376

仕入債務の増減額（△は減少） △302,806 △191,615

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,633 △4,459

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,420 △31,657

退職給付費用 - 62,254

その他 608,174 443,945

小計 7,979,443 5,784,648

利息の受取額 31,606 △2,124

法人税等の支払額 △1,336,999 △1,721,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,674,050 4,061,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,947,283 △8,535,517

有形固定資産の売却による収入 62,381 55,534

無形固定資産の取得による支出 △58,924 △356,393

関係会社貸付けによる支出 - 6,000,000

長期前払費用の増加による支出 △33,871 △38,309

敷金及び保証金の差入による支出 △191,971 △298,471

敷金及び保証金の回収による収入 154,826 50,524

その他 △8,263 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,023,105 △3,122,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 - 150,000

配当金の支払額 △815,811 △544,453

その他 △4,368 △522

財務活動によるキャッシュ・フロー △820,179 △394,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 165,297 △420,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,003,937 123,003

現金及び現金同等物の期首残高 5,250,053 3,246,115

現金及び現金同等物の期末残高 3,246,115 3,369,118
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（訂正後）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成26年３月１日

　至　平成27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 2,544,483 3,013,862

減価償却費 5,076,932 4,803,887

固定資産除売却損益（△は益） 125,271 △205,401

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,633 △4,459

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,420 △31,657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 41,991

受取利息 △29,026 △18,112

支払利息 - 970

為替差損益（△は益） 2,972 △462,338

減損損失 69,780 334,168

売上債権の増減額（△は増加） △12,386 △341,352

売上預け金の増減額(△は増加) 54,369 △1,138,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,523 △548,376

仕入債務の増減額（△は減少） △302,806 △191,615

その他 617,587 22,701

小計 7,979,443 5,275,988

利息の受取額 31,606 17,237

利息の支払額 - △1,378

法人税等の支払額 △1,336,999 △1,721,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,674,050 3,570,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,947,283 △8,535,517

有形固定資産の売却による収入 62,381 52,938

無形固定資産の取得による支出 △58,924 △356,393

関係会社寄託金の純増減額（△は増加） - 6,000,000

長期前払費用の増加による支出 △33,871 △38,309

敷金及び保証金の差入による支出 △191,971 △298,471

敷金及び保証金の回収による収入 154,826 50,524

その他 △8,263 △21,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,023,105 △3,146,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） - 150,000

配当金の支払額 △815,811 △544,453

その他 △4,368 △522

財務活動によるキャッシュ・フロー △820,179 △394,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 165,297 94,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,003,937 123,003

現金及び現金同等物の期首残高 5,250,053 3,246,115

現金及び現金同等物の期末残高 3,246,115 3,369,118
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