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平成 28 年 ５月 19 日 

各      位 

会 社 名 イ オ ン 九 州 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  柴田 祐司 

（コード番号 : 2653 ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先 取締役経営戦略本部長 

 榊 隆之 
（電話番号 092-441-0611） 

（訂正・数値データ訂正）「平成28年２月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」 

及び「2016年２月期（第44期）決算補足資料」の一部訂正について

平成 28 年４月 13 日に公表いたしました「平成 28年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」及

び「2016 年２月期（第 44 期）決算補足資料」に、一部訂正すべき事項がありましたので、下記

の通りお知らせいたします。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

につきましても送信いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。 

記

１．訂正の理由

記載内容の一部に誤りがあったため、訂正するものであります。

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

（１）「平成 28年２月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」
◆サマリー情報 

１．平成 28 年２月期の業績（平成 27 年３月１日～平成 28 年２月 29 日） 

（３）キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】

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

28年２月期 511 △6,625 6,335 3,598

27年２月期 6,811 △6,537 △1,075 3,377

【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 

百万円 百万円 百万円 百万円

28年２月期 645 △6,759 6,335 3,598

27年２月期 6,811 △6,537 △1,075 3,377
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◆添付資料 ７ページ 

 １．経営成績・財政状態に関する分析 （２）財政状態に関する分析

② 当期のキャッシュ・フローの状況  

【訂正前】

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  

営業活動による資金の増加は５億11百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少などによるも

のです。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動による資金の減少は66億25百万円となりました。これは主に、既存店の活性化への投資による

ものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年２月期 平成27年２月期 平成28年２月期 

自己資本比率（％）  18.9 15.5 13.5

時価ベースの自己資本比率（％）  27.3 30.6 30.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.3 4.5 73.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  2.0 ― ―

【訂正後】

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  

営業活動による資金の増加は６億45百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少などによるも

のです。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動による資金の減少は67億59百万円となりました。これは主に、既存店の活性化への投資による

ものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年２月期 平成27年２月期 平成28年２月期 

自己資本比率（％）  18.9 15.5 13.5

時価ベースの自己資本比率（％）  27.3 30.6 30.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.3 4.6 58.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  2.0 ― ―
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◆添付資料 13ページ
５．財務諸表 （２）損益計算書

【訂正前】

 (単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

他勘定振替高 100 596

商品期末たな卸高 26,355 24,153

商品評価損 14 31

商品売上原価 165,473 162,927

【訂正後】

 (単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

他勘定振替高 100 596

商品期末たな卸高 26,355 24,130

商品評価損 14 9

商品売上原価 165,473 162,927

◆添付資料 15ページ
 ５．財務諸表 （３）株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成 26年３月１日 至 平成 27年２月 28日) 
【訂正前】

(単位：百万円)

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余金 

固定資産圧縮

積立金 

特別償却

積立金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

当期首残高 3,144 9,192 9,192 811 153 20 4,111 2,632

会計方針の変更によ

る累積的影響額 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価

差額金 

評価・換算

差額等合計利益剰余金

合計 

当期首残高 7,729 △31 20,034 1,298 1,298 47 21,380

会計方針の変更によ

る累積的影響額 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
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【訂正後】
(単位：百万円)

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余金 

固定資産圧縮

積立金 

特別償却

積立金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

当期首残高 3,144 9,192 9,192 811 153 20 4,111 2,632

会計方針の変更によ

る累積的影響額 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
3,144 9,192 3,192 811 153 20 4,111 2,632

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価

差額金 

評価・換算

差額等合計利益剰余金

合計 

当期首残高 7,729 △31 20,034 1,298 1,298 47 21,380

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
7,729 △31 20,034 1,298 1,298 47 21,380

◆添付資料 16ページ
５．財務諸表 （３）株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成 27年３月１日 至 平成 28年２月 29日)
【訂正前】

(単位：百万円)

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余金 

固定資産圧縮

積立金 

特別償却

積立金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

特別償却積立金の積

立 
0 0

当期末残高 3,148 9,196 9,196 811 189 4 0 548

【訂正後】

(単位：百万円)

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余金 

固定資産圧縮

積立金 

特別償却

積立金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

特別償却積立金の積

立 
0 △0

当期末残高 3,148 9,196 9,196 811 189 4 ― 548
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◆添付資料 17ページ
５．財務諸表 （４）キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

 (単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失
（△） 

△3,252 △2,183

減価償却費 4,751 4,469

減損損失 3,460 2,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △166 341

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △8 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 1

受取利息及び受取配当金 △78 △55

支払利息 285 279

固定資産除売却損益（△は益） △6 △10

投資有価証券売却益 △1,441 △66

売上債権の増減額（△は増加） △72 △78

たな卸資産の増減額（△は増加） 499 2,220

仕入債務の増減額（△は減少） 13 △2,070

預り金の増減額（△は減少） 2,951 △2,157

未収入金の増減額（△は増加） △75 △160

その他 716 △1,685

小計 7,589 867

利息及び配当金の受取額 33 15

利息の支払額 △282 △289

法人税等の支払額 △529 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,811 511

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 △8,945 △7,064

有形固定資産の売却による収入 47 119

投資有価証券の売却による収入 1,643 133

差入保証金の差入による支出 △25 △51

差入保証金の回収による収入 1,158 813

預り保証金の受入による収入 357 335

預り保証金の返還による支出 △626 △693

長期前払費用の取得による支出 △42 △219

その他 △105 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,537 △6,625

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） △3,730 5,864

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） ― 1,000

長期借入れによる収入 11,800 10,100

長期借入金の返済による支出 △8,900 △10,440

自己株式の増減額（△は増加） △1 △1

配当金の支払額 △244 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,075 6,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △801 221

現金及び現金同等物の期首残高 4,178 3,377

現金及び現金同等物の期末残高 3,377 3,598
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【訂正後】

 (単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成27年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純損失（△） △3,252 △2,183

減価償却費 4,751 4,469

減損損失 3,460 2,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △166 341

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △8 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 △42

受取利息及び受取配当金 △78 △55

支払利息 285 279

固定資産除売却損益（△は益） △6 △10

投資有価証券売却益 △1,441 △66

売上債権の増減額（△は増加） △72 △78

たな卸資産の増減額（△は増加） 499 2,220

仕入債務の増減額（△は減少） 13 △2,070

預り金の増減額（△は減少） 2,951 △2,157

未収入金の増減額（△は増加） △75 △27

その他 716 △1,640

小計 7,589 1,000

利息及び配当金の受取額 33 15

利息の支払額 △282 △289

法人税等の支払額 △529 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,811 645

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 △8,945 △7,064

有形固定資産の売却による収入 47 119

投資有価証券の売却による収入 1,643 0

差入保証金の差入による支出 △25 △43

差入保証金の回収による収入 1,158 805

預り保証金の受入による収入 357 335

預り保証金の返還による支出 △626 △693

長期前払費用の取得による支出 △42 △219

その他 △105 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,537 △6,759

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） △3,730 5,864

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） ― 1,000

長期借入れによる収入 11,800 10,100

長期借入金の返済による支出 △8,900 △10,440

自己株式の増減額（△は増加） △1 △1

配当金の支払額 △244 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,075 6,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △801 221

現金及び現金同等物の期首残高 4,178 3,377

現金及び現金同等物の期末残高 3,377 3,598
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◆添付資料 20ページ
５．財務諸表 （５）財務諸表に関する注記事項 セグメント情報等

当事業年度(自  2015年３月１日  至  2016年２月29日) 

【訂正前】
（単位：百万円）

報告セグメント その他の
事業 
(注)２ 

合計 
調整額（注）

３ 

財務諸表
計上額（注）

４ 総合小売
事業 

ホームセン
ター事業

計 

セグメント資産 78,308 12,825 91,133 1,657 92,790 10,733 103,523

【訂正後】
（単位：百万円）

報告セグメント その他の
事業 
(注)２ 

合計 
調整額（注）

３ 

財務諸表
計上額（注）

４ 総合小売
事業 

ホームセン
ター事業

計 

セグメント資産 78,307 12,825 91,133 1,656 92,790 10,733 103,523
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（２）「2016年２月期（第 44期）決算補足資料」
◆７ページ

９．キャッシュ・フロー計算書 （Cash Flow Statement）
【訂正前】

【訂正後】

以   上


