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(注)配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注)業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無 
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1. 2010年２月期第２四半期の業績（2009年２月21日～2009年８月20日）

 (1) 経営成績(累計)

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 ％

2010年２月期第２四半期 129,808 ─ △1,949 ─ △1,996 ─ △1,318 ─

2009年２月期第２四半期 133,454 26.6 △774 ─ △773 ─ △574 ─

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

2010年２月期第２四半期 △70 26 ─

2009年２月期第２四半期 △30 60 ─

 (2) 財政状態

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

2010年２月期第２四半期 117,830 16,726 14.2 890 56

2009年２月期 120,764 17,639 14.6 939 59

(参考) 自己資本 2010年２月期第２四半期 16,711百万円 2009年２月期 17,631百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

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

2009年２月期 ── 0 00 ── 7 00 7 00

2010年２月期 ── 0 00

2010年２月期(予想) ── 10 00 10 00

3. 2010年２月期の業績予想（2009年２月21日～2010年２月20日）

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 263,000 △ 2.2 1,100 133.4 800 111.1 240 － 12 77
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  (注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記において記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確
定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 
業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等
規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

      

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 四半期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（四半期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もの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

2010年２月期第２四半期 18,787,619株 2009年２月期 18,787,619株

2010年２月期第２四半期 23,259株 2009年２月期 22,627株

2010年２月期第２四半期 18,764,602株 2009年２月期第２四半期 18,766,239株
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 当第２四半期累計期間における九州経済は、世界経済の深刻な景気後退の影響を受け、企業収益や雇用

情勢が悪化したことに加え、記録的な長梅雨や７月下旬の豪雨災害等の影響を受け個人消費は低迷し、極

めて厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社は「ベストプライスbyトップバリュ」の新商品の導入やトップバリュの価格

引下げによる、お客さまの生活応援に取り組んでまいりました。 

  また、お客さまのライフスタイルへの対応として、衣料品の提供方法の変革をはじめ、住余・ＨＣ商品

におけるサイクル、ペット、園芸売場の再構築などに取り組んでまいりました。 

  このほか、九州各県の産品を当社のジャスコ、サティ全店で販売する地産地消の推進や、電子マネー

「ＷＡＯＮ」の拡大と販促への活用等、地域対応や固定客づくりのための施策にも継続して取り組みまし

た。 

  しかしながら、個人消費の冷え込みや７月以降の天候不順の影響を受け、衣料品・住居余暇商品を中心

に売上が伸び悩みました。 

  この結果、当第２四半期累計期間における売上高は、前年同期比97.4%と前年を下回りました。 

事業別には、ＧＭＳ事業において、食料品の既存店売上高が、前年同期比99.1%とほぼ前年を確保できた

ものの、夏物商材を中心に衣料品や住居余暇商品が伸び悩んだことにより、ＧＭＳ事業の売上高は、

1,003億86百万円（対前年同期比97.4％）、既存店売上高は前年同期比95.6％となりました。 

  ＳｕＣ・ＨＣ事業では、お客さまのライフスタイル対応として強化したペット・園芸が堅調に推移した

ものの、夏物商材を中心に伸び悩み、売上高は217億57百万円（対前年同期比97.4％）、既存店売上高は

前年同期比95.1％となりました。 

  売上総利益は、荒利益率の高い衣料品や住居余暇商品、ホームセンター商品での夏物商材の値下げ販売

による売価変更の増加等により、前年同期間に比べ１ポイント下回りました。 

  経費面では、設備投資や店舗維持費の見直し、販促媒体の変更等を実施してまいりました。その結果、

前年同期間に比べ、12億74百万円の削減を行うことができました。 

この結果、当第２四半期累計期間の営業収益は1,298億８百万円、営業利益は、前述のとおり経費削減

に努めたものの、率の低下による売上総利益の減少を補うことができず、19億49百万円の損失、経常利益

は19億96百万円の損失、四半期純利益は13億18百万円の損失となりました。 
  

※ ＧＭＳ・・総合スーパー、ＳｕＣ・・スーパーセンター、ＨＣ・・ホームセンター 

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて29億33百万円減少し、1,178億30百万円

となりました。これは主に在庫削減に努めたことによる商品の減少及び減価償却等に伴う固定資産の

減少によるものです。 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて20億20百万円減少し、1,011億４百万

円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものです。 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて９億13百万円減少し、167億26百万

円となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものです。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

① 資産

② 負債

③ 純資産
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 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ８億

81百万円増加し、当第２四半期会計期間末には42億79百万円となりました。  

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は40億96百万円となりました。これは主に、商品在庫の削減による回

転差資金の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は35億34百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、取得した資金は３億20百万円となりました。これは主に、短期借入金及びコマーシ

ャル・ペーパーの増加及び長期借入金の返済による減少です。 

  

今後も、景気の不透明感からくる消費者マインドの低迷等、当社を取り巻く環境は厳しさが続くと思わ

れます。 

  このような状況の下、当社はトップバリュを中心にお客さまの生活応援の取り組みの継続実施や、ライ

フスタイルの変化に対応した品揃えの強化に取り組んでまいります。 

  さらに、働き方の見直しによる人時生産性の向上や、徹底した経費削減を図り、ローコスト経営への転

換を進めることにより、2009年４月６日に公表いたしました通期業績予想の確保に努めてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

 また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産については、当第１四半期会計期間から「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）を適用し、売価還元法による原価法（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。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ31百万円増加しています。

  

(2) キャッシュ・フローの分析

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(2009年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,279 3,397

受取手形 105 133

売掛金 1,206 600

商品 25,242 28,433

その他 7,682 7,168

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 38,516 39,734

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 36,750 37,623

その他（純額） 16,438 17,014

有形固定資産合計 53,189 54,637

無形固定資産 165 191

投資その他の資産   

差入保証金 17,125 17,464

その他 8,857 8,736

貸倒引当金 △23 －

投資その他の資産合計 25,959 26,200

固定資産合計 79,313 81,030

資産合計 117,830 120,764

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,553 2,532

買掛金 24,409 25,665

短期借入金 24,700 24,700

1年内返済予定の長期借入金 6,261 5,039

コマーシャル・ペーパー 3,000 －

未払法人税等 158 393

賞与引当金 603 499

役員賞与引当金 － 5

役員業績報酬引当金 2 －

店舗閉鎖損失引当金 6 －

その他 15,152 14,860

流動負債合計 75,848 73,695

固定負債   

長期借入金 13,156 16,927

退職給付引当金 758 663

その他 11,341 11,838

固定負債合計 25,256 29,428

負債合計 101,104 103,124
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(2009年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,144 3,144

資本剰余金 9,192 9,192

利益剰余金 3,400 4,849

自己株式 △42 △42

株主資本合計 15,694 17,144

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,016 486

評価・換算差額等合計 1,016 486

新株予約権 15 8

純資産合計 16,726 17,639

負債純資産合計 117,830 120,764
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年８月20日) 

売上高 122,144

売上原価 89,839

売上総利益 32,304

その他の営業収入 7,664

営業総利益 39,968

販売費及び一般管理費 41,918

営業損失（△） △1,949

営業外収益  

テナント退店違約金受入 86

補助金収入 50

その他 100

営業外収益合計 237

営業外費用  

支払利息 259

その他 25

営業外費用合計 284

経常損失（△） △1,996

特別利益 －

特別損失  

固定資産除売却損 10

店舗閉鎖損失 32

その他 2

特別損失合計 44

税引前四半期純損失（△） △2,041

法人税、住民税及び事業税 107

法人税等調整額 △830

法人税等合計 △722

四半期純損失（△） △1,318
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【第２四半期会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間 
(自 2009年５月21日 
 至 2009年８月20日) 

売上高 62,534

売上原価 45,703

売上総利益 16,831

その他の営業収入 3,831

営業総利益 20,662

販売費及び一般管理費 21,017

営業損失（△） △354

営業外収益  

テナント退店違約金受入 71

補助金収入 －

その他 52

営業外収益合計 123

営業外費用  

支払利息 130

その他 14

営業外費用合計 144

経常損失（△） △375

特別利益 －

特別損失  

固定資産除売却損 7

店舗閉鎖損失 4

その他 2

特別損失合計 13

税引前四半期純損失（△） △389

法人税、住民税及び事業税 39

法人税等調整額 △149

法人税等合計 △110

四半期純損失（△） △279
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △2,041

減価償却費 3,162

賞与引当金の増減額（△は減少） 104

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94

受取利息及び受取配当金 △66

支払利息 259

有形固定資産除売却損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） △578

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,203

未収入金の増減額（△は増加） 294

仕入債務の増減額（△は減少） △2,235

預り金の増減額（△は減少） 1,606

その他 813

小計 4,627

利息及び配当金の受取額 36

利息の支払額 △264

法人税等の支払額 △304

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,096

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 △3,384

差入保証金の差入による支出 △46

差入保証金の回収による収入 418

預り保証金の受入による収入 96

預り保証金の返還による支出 △486

長期前払費用の取得による支出 △128

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,534

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） －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 3,000

長期借入金の返済による支出 △2,547

自己株式の増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー 320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 881

現金及び現金同等物の期首残高 3,397

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,279
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考資料」

(1) 中間損益計算書

前中間会計期間

（自 2008年２月21日
  至 2008年８月20日）

区分 金額(百万円)
百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 125,403 100.0

Ⅱ 売上原価 91,035 72.6

  売上総利益 34,367 27.4

Ⅲ その他の営業収入 8,050 6.4

  営業総利益 42,418 33.8

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

43,192 34.4

  営業利益又は 
  損失(△)

△774 △0.6

Ⅴ 営業外収益 277 0.2

Ⅵ 営業外費用 276 0.2

  経常利益又は 
  損失(△)

△773 △0.6

Ⅶ 特別利益 ─ ─

Ⅷ 特別損失 47 0.1

  税引前中間(当期)純利益又は 
  純損失 (△)

△820 △0.7

  法人税、住民税及び事業税 74

  法人税等調整額 △320 △246 △0.2

  中間(当期)純利益又は純損失(△) △574 △0.5
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自 2008年２月21日
 至 2008年８月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純損失 △820

   減価償却費 3,277

   減損損失 ─

   貸倒引当金の増減額 (減少:△) 0

   賞与引当金の増減額 (減少:△) 67

   役員賞与引当金の増減額 (減少:△) △7

   閉店損失引当金の増減額 (減少:△) △5

   退職給付引当金の増減額 (減少:△) 50

   役員退職慰労引当金の増減額 
   (減少:△)

─

   受取利息及び受取配当金 △73

   支払利息 257

   固定資産除売却損益 (益:△) 9

   売上債権の増減額 (増加:△) △70

   たな卸資産の増減額 (増加:△) 145

   未収入金の増減額 (増加:△) △2,163

   仕入債務の増減額 (減少:△) △1,695

      未払金の増減額 (減少:△) 657

   預り金の増減額 (減少:△) 2,955

   その他 381

    小計 2,965

   利息及び配当金の受取額 43

   利息の支払額 △256

   法人税等の支払額 △85

   法人税等の還付額 48

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,714

12

イオン九州㈱ (2653) 2010年２月期 第２四半期決算短信(非連結)



  

 
  

  

  

前中間会計期間

(自 2008年２月21日
 至 2008年８月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 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 △3,526

   有形固定資産等の売却による収入 ─

   投資有価証券の売却による収入 ─

   差入保証金の差入による支出 △34

   差入保証金の返還による収入 227

   預り保証金の預りによる収入 344

   預り保証金の返還による支出 △434

   長期前払費用の取得による支出 △230

   その他 △3

  投資活動によるキャッシュ・フロー △3,656

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額 (減少:△) 3,300

   コマーシャル・ペーパーの増減額   
   （減少：△）

2,000

   長期借入れによる収入 ─

   長期借入金の返済による支出 △2,803

   自己株式の取得・売却による純支出 △1

   配当金の支払額 △187

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,307

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 1,365

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,864

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,230
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