
  

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年２月21日～平成24年11月20日） 

  

（注）平成25年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期第３四半期の数値及び対
前年同四半期増減率については記載しておりません。 

（２）連結財政状態 

 (注）平成25年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の数値は記載しておりま
せん。 

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年2月21日～平成25年2月28日） 

  

   ２.平成25年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年増減率は記載しておりません。
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 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 ％ 

25年２月期第３四半期  32,297     －  2,187     －  2,204     －  953     － 

24年２月期第３四半期      －     －     －     －     －     －     －     － 

（注）包括利益 25年２月期第３四半期 994百万円（   ％） －   24年２月期第３四半期 －百万円 （ ％） －

  
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 

25年２月期第３四半期  52.62  52.46

24年２月期第３四半期    － －    － － 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年２月期第３四半期  26,293  19,131  71.7

24年２月期     －     －     － 

（参考）自己資本 25年２月期第３四半期 18,846百万円   24年２月期     －百万円 

  
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 
24年２月期 －      0 00         －     32.00  32.00

25年２月期     －      0 00     －        
25年２月期（予想）              30.00      30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

  売上高 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  45,000 －       3,700 －       3,700 －       1,800 －       99.28

（注)１.直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



  

※ 注記事項  

（注）詳細は、添付資料３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間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

新規 ４社  （社名）永旺幻想（北京）児童遊楽有限公司 AEON FANTASY（MALAYSIA）SDN.BHD. 

           AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd. AEON Fantasy Holdings（Thailand）Co.,Ltd.

除外 －社 （社名） 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年２月期３Ｑ 18,175,688株 24年２月期 18,175,688株

②  期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 44,656株 24年２月期 46,196株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 18,130,690株 24年２月期３Ｑ 18,129,323株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

      当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

㈱イオンファンタジー（4343）平成25年2月期第３四半期決算短信（連結）

1



（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は、国内既存事業の収益力向上にむけた店舗活性化やオリジナル遊戯機械開発を進めると

ともに、海外においては中国、マレーシアに続きタイにおいて事業を開始するなど、アセアン地域での成長基盤の強化

を進めました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高322億97百万円、営業利益21億87百万円、経常利益22億４百

万円、四半期純利益９億53百万円となりました。 

（国内事業） 

国内事業は、店舗活性化の具体的な手段として、オリジナル遊戯機械開発や時間制遊具グループの遊戯開発等、当社

の強みの充実が店舗の差別化実現と幼児分野の強化に直結し、既存店の収益確保に貢献しました。 

また、営業力の強化にむけて取り組んだ現場オペレーションの見直しや‘課題解決型’のマネジメント手法の導入等

を通じ、現場第一線の収益確保への意識向上が図られるなど、総じて計画に対する組織全体の参画意識が向上する結果

となりました。 

一方で、営業利益、経常利益の減益については、プライズグループ、カードグループの売上が増加したことによる荒

利益率の変化と、今期の第３四半期会計期間が昨年に対し休日が２日減少するなど、曜日まわりの関係で会計期間の売

上高が前年同期比4.5％減少したことによるものです。なお、この会計期間の業績は当初の計画を確保しており、最大商

戦の第４四半期で数値は均衡する計画です。 

それにより国内事業の第３四半期累計期間の業績は、売上高315億50百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益24億円

（同8.3％減）、経常利益24億27百万円（同7.4％減）、四半期純利益12億28百万円（同0.3％増）となりました。 

（海外事業） 

アセアンにおいては、マレーシアで４店舗（2012年２月21日～2012年11月20日）の新規出店に加え、５月に会社を設

立したタイにおいて、11月１日に１号店がオープンいたしました。（12月１日に２号店オープン）いずれも計画を上回

り推移しております。 

また、中国については、積極的な先行投資の考えのもと７店舗（2012年１月１日～2012年9月30日）の新規出店を行

いました。業績は一時的に９月の売上が落ち込みましたが現状は回復しております。しかしながら、出店先ショッピン

グセンター自体の立地やショッピングセンター内の立地等の違いにより、計画数値に対し実績は店舗ごとのばらつきが

出ております。今後は、当社にとって魅力的な出店先の厳選等、確実な物件評価と柔軟な出店条件を確保し、着実な拡

大を進めて参ります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、131億23百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金

56億94百万円、売上預け金18億31百万円、関係会社寄託金37億円であります。 

（固定資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、131億69百万円となりました。主な内訳は、遊戯機械71億

62百万円、のれん11億14百万円であります。 

（流動負債） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、69億43百万円となりました。主な内訳は、未払費用18億21

百万円、設備関係支払手形20億79百万円であります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、２億17百万円となりました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、191億31百万円となりました。主な内訳は、資本金17億47百

万円、資本剰余金17億16百万円、利益剰余金154億75百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前事業年度末との比較分析は行っておりません。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年４月５日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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      当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  第１四半期連結会計期間より、イオンファンタジー北京（永旺幻想（北京）児童遊楽有限公司）及びイオンファ

ンタジーマレーシア（AEON FANTASY（MALAYSIA）SDN.BHD.）については、今後重要性が増すと考えられるため、連

結の範囲に含めております。また、第２四半期連結会計期間より、５月23日に設立したイオンファンタジータイラ

ンド（AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd.）及びイオンファンタジーホールディングスタイランド（AEON Fantasy 

Holdings（Thailand）Co.,Ltd.）を連結の範囲に含めております。   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 5,694,530

売上預け金 1,831,191

たな卸資産 801,594

関係会社寄託金 3,700,000

その他 1,096,170

流動資産合計 13,123,487

固定資産  

有形固定資産  

遊戯機械（純額） 7,162,748

その他（純額） 2,055,137

有形固定資産合計 9,217,886

無形固定資産  

のれん 1,114,993

その他 42,802

無形固定資産合計 1,157,795

投資その他の資産  

敷金及び差入保証金 2,038,640

その他 755,228

投資その他の資産合計 2,793,868

固定資産合計 13,169,550

資産合計 26,293,037

負債の部  

流動負債  

買掛金 929,617

未払費用 1,821,225

未払法人税等 690,570

賞与引当金 333,244

役員業績報酬引当金 35,823

設備関係支払手形 2,079,651

閉店損失引当金 30,800

その他 1,022,857

流動負債合計 6,943,789

固定負債  

退職給付引当金 15,197

資産除去債務 191,497

その他 11,153

固定負債合計 217,848

負債合計 7,161,637
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月20日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,747,139

資本剰余金 1,716,805

利益剰余金 15,475,215

自己株式 △71,466

株主資本合計 18,867,694

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 2,296

為替換算調整勘定 △23,510

その他の包括利益累計額合計 △21,213

新株予約権 46,314

少数株主持分 238,604

純資産合計 19,131,399

負債純資産合計 26,293,037
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

売上高 32,297,940

売上原価 28,022,907

売上総利益 4,275,032

販売費及び一般管理費 2,087,127

営業利益 2,187,905

営業外収益  

受取利息 15,770

機械仕入割戻 10,311

固定資産売却益 10,789

その他 15,400

営業外収益合計 52,272

営業外費用  

為替差損 11,176

固定資産売却損 18,327

その他 5,990

営業外費用合計 35,494

経常利益 2,204,683

特別損失  

閉店損失引当金繰入額 31,318

減損損失 9,631

店舗閉鎖損失 6,416

特別損失合計 47,366

税金等調整前四半期純利益 2,157,317

法人税、住民税及び事業税 1,472,663

法人税等調整額 △272,267

法人税等合計 1,200,395

少数株主損益調整前四半期純利益 956,921

少数株主利益 2,970

四半期純利益 953,951
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 956,921

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 2,296

為替換算調整勘定 35,721

その他の包括利益合計 38,018

四半期包括利益 994,940

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 990,038

少数株主に係る四半期包括利益 4,901
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 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。   

   

  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年２月21日  至  平成24年11月20日）  

    報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                              （単位：千円）

   (注) １.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

   
 報告セグメント 

 調整額 
  四半期連結損益計
算書計上額(注)１ 国内  海外  計 

 売上高  

   外部顧客への売上高  31,532,818 765,122 32,297,940 －      32,297,940

   セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

17,405 －     17,405  △17,405 －    

    計  31,550,223 765,122 32,315,345  △17,405 32,297,940

 セグメント利益又は損失（△） 2,400,218 △212,312 2,187,905 －      2,187,905
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