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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

第２四半期連結
累計期間

第99期
第２四半期連結
会計期間

第98期

会計期間

自平成21年
２月21日
至平成21年
８月20日

自平成21年
５月21日
至平成21年
８月20日

自平成20年
２月21日
至平成21年
２月20日

営業収益（百万円） 68,420 34,313 130,813

経常利益（百万円） 16,357 7,538 37,006

四半期（当期）純利益（百万円） 9,350 3,896 21,390

純資産額（百万円） － 148,174 140,503

総資産額（百万円） － 503,540 466,718

１株当たり純資産額（円） － 814.91 772.90

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 51.62 21.51 118.09

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 51.61 21.50 118.08

自己資本比率（％） － 29.3 30.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
33,416 － 26,655

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△46,779 － △63,908

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
43,146 － 38,180

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 33,901 4,092

従業員数（人） － 618 560

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年８月20日現在

従業員数（人） 618 (315)

　（注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者(嘱託社員・コミュニティ社員数は当第２四半期連結会計期間末人員、フレック

ス社員（パートタイマー）数は当第２四半期連結会計期間の平均人員（ただし、１日勤務時間８時間換算によ

る。））は（　）外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年８月20日現在

従業員数（人） 572 (315)

　（注）従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

(嘱託社員・コミュニティ社員数は当第２四半期会計期間末人員、フレックス社員（パートタイマー）数は当第

２四半期会計期間の平均人員（ただし、１日勤務時間８時間換算による。））は（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　生産、受注及び販売の状況については、当社グループは生産を行っておらず、また受注及び販売の形態を取っていな

いため「４．財政状態及び経営成績の分析」における事業の業績に関連付けて記載しております。

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

４【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況 

  当第２四半期連結会計期間の営業収益は、既存ショッピングセンター（ＳＣ）が堅調に推移したことに加え、新規

ＳＣ（前連結会年度４ＳＣ、第１四半期連結会計期間２ＳＣ）の寄与もあり343億１千３百万円（前年同期比

109.2％）となりました。　

　また、営業費用が事業規模拡大に伴い増加しましたものの、設備維持費を中心とした経費削減に取り組みました結

果、営業利益は77億９千４百万円（同98.0％）、経常利益は75億３千８百万円（同99.8％）、四半期純利益は38億９千

６百万円（同98.6％）となりました。　

　

（注）前第２四半期連結会計期間は監査法人によるレビュー手続を受けていないため、対前年同期比は参考値として

記載しております。

　

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間

末と比較して83億７千８百万円減少し、339億１百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況等については、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、240億６千６百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が68億９千

２百万円、減価償却費が46億５千１百万円となったこと等によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、226億９千万円となりました。これは、主に前連結会計年度にオープンした４Ｓ

Ｃ、第１四半期連結会計期間にオープンしたイオンモール広島祇園の設備代金の支払等により、固定資産の取得によ

る支出が226億７千４百万円となったこと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、97億５千２百万円となりました。これは、当第２四半期連結会計期間において、長

期借入金にて58億円を調達する一方で、長期借入金の返済が35億５千１百万円、短期借入金の純減少額が120億円と

なったこと等によるものであります。

 

(3）事業上及び財政上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 320,000,000

計 320,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年８月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年10月２日）

上場金融商品取引所名ま
たは登録認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式  181,130,207  181,130,207
株式会社東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株 

計  181,130,207  181,130,207 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成20年４月４日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年８月20日）

新株予約権の数（個）（注）１ 175

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１,２ 17,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年５月21日

至　平成35年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）３

発行価格

資本組入額

2,751

1,376

新株予約権の行使の条件

新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。

ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっ

ても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるもの

とする。

新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を

要する。

代用払込みに関する事項 　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　－

(注)　１．新株予約権の数は、取締役会決議における発行数202個から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株

予約権の数を27個減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は20,200株から17,500株に

減少しております。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数

の調整を行う。

３．新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、１株当たり帳簿価額と行使価額

との合計額の２分の１（１円未満の端数は切り上げる）とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当

該増加資本金の額を控除した額とする。
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平成21年４月３日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年８月20日）

新株予約権の数（個） 294

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 29,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成21年５月21日

至　平成36年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）２

発行価格

資本組入額

1,198

599

新株予約権の行使の条件

新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。

ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっ

ても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるもの

とする。

新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を

要する。

代用払込みに関する事項 　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　－

(注)　１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数

の調整を行う。

２．新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、１株当たり帳簿価額と行使価額

との合計額の２分の１（１円未満の端数は切り上げる）とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当

該増加資本金の額を控除した額とする。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年５月21日～

平成21年８月20日

(注）　

2 181,130 3 16,666 3 16,975

（注）新株予約権の行使により、発行済株式総数２千株、資本金３百万円、資本準備金３百万円がそれぞれ増加してお

ります。

（５）【大株主の状況】

　 平成21年８月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 101,057 55.79

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口4G)
東京都中央区晴海１丁目８－11 4,138 2.28

メロン　バンク　エヌエ－　アズ　エー

ジェント　フォー　イッツ　クライア

ント　メロン　オムニバス　ユ－エス　

ペンション（常任代理人：株式会社

みずほコーポレート銀行）

ONE BOSTON PLACE BOSTON，MA 02108（東京

都中央区月島４丁目16－13）
3,912 2.15

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　

エヌエイ　ロンドン　エス　エル　オム

ニバス　アカウント（常任代理人：

株式会社みずほコーポレート銀行）

WOOLGATE　HOUSE，COLEMAN　STREET　LONDON　

EC2P　2HD，ENGLAND（東京都中央区月島４丁

目16－13）

3,237 1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８－11 2,961 1.63

ステート　ストリート　バンク　アン

ド　トラスト　カンパニー（常任代理

人：株式会社みずほコーポレート銀

行）　

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A.（東京都中央区月島４丁目16－13）
2,375 1.31

バンク　オブ　ニユーヨーク　タツク

ス　トリイテイ　ジヤスデツク　オム

ニバス　ツー（常任代理人：株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行）

THE　BANK　OF　NEW　YORK　BRUSSELS　BR.　35　

AVENUE　DES　ARTS　B-1040　BRUSSELS.　BELGIUM

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

1,965 1.08

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,821 1.00

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,683 0.92

第一生命保険相互会社（常任代理

人：資産管理サービス信託銀行株式

会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13－１（東京都

中央区晴海１丁目８－12 晴海アイランドト

リトンスクエアオフィスタワーＺ棟）

1,479 0.81

計 － 124,631 68.80

　（注）１．所有株式数の千株未満は切り捨てております。

２．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年８月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 8,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 180,976,500 1,809,765 ―

単元未満株式 普通株式 145,707 ―
一単元(100株)

未満の株式

発行済株式総数 181,130,207 ― ―

総株主の議決権 ― 1,809,765 ―

（注）「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年８月20日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

イオンモール株

式会社

千葉市美浜区中

瀬1-5-1
8,000 － 8,000 0.00

計 ― 8,000 － 8,000 0.00

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 1,550 1,509 1,759 2,035 2,055 2,540

最低（円） 974 1,226 1,224 1,620 1,730 1,999

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、上記の月別最高・最低株価

は、毎月１日から月末までのものを記載しております。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年５月21日から平

成21年８月20日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年２月21日から平成21年８月20日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,206 4,092

営業未収入金 2,901 4,406

その他 22,649 16,080

貸倒引当金 △53 △80

流動資産合計 49,703 24,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 256,671 249,917

土地 95,364 92,843

その他（純額） 17,980 15,743

有形固定資産合計 ※1
 370,016

※1
 358,504

無形固定資産 2,329 2,162

投資その他の資産

差入保証金 60,645 59,950

その他 20,928 21,627

貸倒引当金 △83 △26

投資その他の資産合計 81,490 81,552

固定資産合計 453,836 442,219

資産合計 503,540 466,718

負債の部

流動負債

営業未払金 7,321 6,766

短期借入金 15,955 12,955

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 6,402 5,233

賞与引当金 229 428

役員賞与引当金 － 95

役員業績報酬引当金 ※2
 31 －

その他 83,401 103,700

流動負債合計 123,340 139,179

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 114,841 70,366

退職給付引当金 272 239

長期預り保証金 106,300 105,639

その他 611 789

固定負債合計 232,025 187,035

負債合計 355,365 326,214
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 16,666 16,662

資本剰余金 16,975 16,971

利益剰余金 113,773 106,234

自己株式 △23 △22

株主資本合計 147,392 139,846

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 225 166

為替換算調整勘定 △19 △24

評価・換算差額等合計 205 141

新株予約権 83 55

少数株主持分 492 460

純資産合計 148,174 140,503

負債純資産合計 503,540 466,718
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月21日
　至　平成21年８月20日)

営業収益 68,420

営業原価 46,237

営業総利益 22,183

販売費及び一般管理費 ※
 5,400

営業利益 16,782

営業外収益

受取利息 294

持分法による投資利益 143

受取退店違約金 453

助成金収入 160

その他 248

営業外収益合計 1,300

営業外費用

支払利息 1,496

その他 229

営業外費用合計 1,725

経常利益 16,357

特別利益

核店舗受取退店違約金 1,061

その他 70

特別利益合計 1,131

特別損失

固定資産除却損 432

減損損失 662

その他 97

特別損失合計 1,193

税金等調整前四半期純利益 16,296

法人税、住民税及び事業税 6,406

法人税等調整額 500

法人税等合計 6,907

少数株主利益 38

四半期純利益 9,350
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年５月21日
　至　平成21年８月20日)

営業収益 34,313

営業原価 23,502

営業総利益 10,810

販売費及び一般管理費 ※
 3,015

営業利益 7,794

営業外収益

受取利息 148

持分法による投資利益 55

受取退店違約金 268

その他 94

営業外収益合計 567

営業外費用

支払利息 784

その他 39

営業外費用合計 823

経常利益 7,538

特別利益

その他 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 150

減損損失 496

特別損失合計 646

税金等調整前四半期純利益 6,892

法人税、住民税及び事業税 2,582

法人税等調整額 394

法人税等合計 2,976

少数株主利益 18

四半期純利益 3,896

EDINET提出書類

イオンモール株式会社(E04002)

四半期報告書

15/22



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月21日
　至　平成21年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 16,296

減価償却費 9,189

受取利息及び受取配当金 △311

支払利息 1,496

営業未収入金の増減額（△は増加） 1,504

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,366

営業未払金の増減額（△は減少） 554

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,171

その他 368

小計 39,635

利息及び配当金の受取額 152

利息の支払額 △1,178

法人税等の支払額 △5,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,416

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 △46,937

有形固定資産の売却による収入 180

差入保証金の差入による支出 △478

差入保証金の回収による収入 441

預り保証金の返還による支出 △2,509

預り保証金の受入による収入 3,164

その他の支出 △865

その他の収入 225

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,779

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）

3,000

長期借入れによる収入 57,900

長期借入金の返済による支出 △15,935

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,811

少数株主への配当金の支払額 △6

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,808

現金及び現金同等物の期首残高 4,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 33,901
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
 

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月21日
至　平成21年８月20日）

 　会計処理基準に関する事項

の変更

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連　　　　結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し

ております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありませ

ん。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年８月20日）

前連結会計年度末
（平成21年２月20日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、104,235百万円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、95,530百万円で

あります。

※２．役員賞与引当金は内容をより明瞭に表示するため

に、第１四半期連結会計期間より役員業績報酬引当金

に科目の名称を変更しております。

――――――――――

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月21日
至　平成21年８月20日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 15百万円

賞与引当金繰入額 102 

役員業績報酬引当金繰入額 31 

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月21日
至　平成21年８月20日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 11百万円

賞与引当金繰入額 102 

役員業績報酬引当金繰入額 15 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月21日
至　平成21年８月20日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年８月20日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 24,206

流動資産「その他」（関係会社預け金） 10,000

預入期間が３か月を超える定期預金 △200

顧客預り金 △105

現金及び現金同等物 33,901

　
関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

顧客預り金は、提出会社名義の現金及び預金でありますが、他への流用が禁止された現金及び預金であり、実質、顧客

の現金及び預金であるため、現金及び現金同等物から除外しております。

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月20日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月21日　至　

平成21年８月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  181,130,207株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  8,095株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権
新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 提出会社　83百万円　　

 

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年４月６日

取締役会
普通株式 1,811 10.00 平成21年２月20日 平成21年４月30日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年９月14日

取締役会
普通株式 1,811 10.00 平成21年８月20日 平成21年10月30日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月21日　至　平成21年８月20日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年２月21日　至　平成21年８月20日）

　当社グループは単一セグメントに属するＳＣ事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月21日　至　平成21年８月20日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年２月21日　至　平成21年８月20日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月21日　至　平成21年８月20日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年２月21日　至　平成21年８月20日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年８月20日）

前連結会計年度末
（平成21年２月20日）

１株当たり純資産額 814.91円 １株当たり純資産額 772.90円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月21日
至　平成21年８月20日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月21日
至　平成21年８月20日）

１株当たり四半期純利益金額 51.62円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
51.61円

１株当たり四半期純利益金額 21.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
21.50円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月21日
至　平成21年８月20日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月21日
至　平成21年８月20日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 9,350 3,896

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 9,350 3,896

期中平均株式数（株） 181,120,853 181,121,989

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 38,716 47,062

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

――――― 

 

――――― 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成21年９月14日開催の取締役会において、平成21年８月20日を基準日として剰余金の配当（配当金の総額1,811百

万円、１株当たりの金額10円）を行うことを決議いたしました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年９月29日

イオンモール株式会社

　取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小賀坂　敦　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 町田　恵美　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイオンモール株式会

社の平成21年２月21日から平成22年２月20日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年５月21日から平成

21年８月20日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年２月21日から平成21年８月20日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イオンモール株式会社及び連結子会社の平成21年８月20日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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