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（訂正・数値データ訂正）「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 2013 年５月 17 日 15 時 00 分に発表いたしました「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容に一部訂正がありましたので、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も送信いたします。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 

 決算短信の記載内容に誤りがあったことが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

サマリー情報 

 １.平成 25 年３月期の連結業績（平成 24 年２月 21 日～平成 25 年３月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析  

     ②キャッシュ・フローの状況 

 

20 ページ 

 ４．連結財務諸表 

  （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 
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４．連結財務諸表 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 



サマリー情報 

 １.平成 25 年３月期の連結業績（平成 24 年２月 21 日～平成 25 年３月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・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

25 年３月期 26,184 26,487 219,975 499,474

24 年２月期 31,777 △13,930 △27,376 19,629

 

（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

25 年３月期 27,277 24,825 219,960 499,474

24 年２月期 31,777 △13,930 △27,376 19,629
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析  

     ②キャッシュ・フローの状況 

 

（訂正前） 

[当連結会計年度におけるキャッシュ・フロー]                                (単位：百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,777 26,184  △5,597

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,930 26,487  40,418

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,376 219,975 247,357

現金及び現金同等物に係る換算差額 △507 2,671 3,179

現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △10,037 275,320 285,357

現金及び現金同等物の期首残高 29,666 19,629 △10,037

株式交換に伴う現金及び現金同等物の 

増加額 
－ 204,525 204,525

現金及び現金同等物の期末残高 19,629 499,474 479,845

  

・ 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、営業利益の拡大と、口座数の拡大等による銀行業

における預金の増加等が、好調なカードショッピング取扱高の拡大による割賦売掛金の増加及び

カードキャッシングの取扱高回復による営業貸付金の増加等を上回り、261 億 84 百万円の収入と

なりました。 

・ 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に銀行業における有価証券の売却及び償還等による収

入と、事業拡大のための設備投資等による支出により、264 億 87 百万円の収入となりました。 

・ 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金と、自己株式の取得及び経営統合記念配当

の支払い等により借入金が増加し、2,199 億 75 百万円の収入となりました。 

・ これらの取り組みと、イオン銀行の株式交換に伴う増加2,045億 25百万円を加え、現金同等物は、

4,994 億 74 百万円となり、前連結会計年度に比べ、4,798 億 45 百万円増加いたしました。 



 

（訂正後） 

[当連結会計年度におけるキャッシュ・フロー]                                (単位：百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,777 27,277  △4,500

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,930 24,825  38,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,376 219,960 247,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △507 2,671 3,179

現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △10,037 274,735 284,773

現金及び現金同等物の期首残高 29,666 19,629 △10,037

株式交換に伴う現金及び現金同等物の 

増加額 
－ 205,109 205,109

現金及び現金同等物の期末残高 19,629 499,474 479,845

  

・ 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、営業利益の拡大と、口座数の拡大等による銀行業

における預金の増加等が、好調なカードショッピング取扱高の拡大による割賦売掛金の増加及び

カードキャッシングの取扱高回復による営業貸付金の増加等を上回り、272 億 77 百万円の収入と

なりました。 

・ 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に銀行業における有価証券の売却及び償還等による収

入と、事業拡大のための設備投資等による支出により、248 億 25 百万円の収入となりました。 

・ 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金と、自己株式の取得及び経営統合記念配当

の支払い等により借入金が増加し、2,199 億 60 百万円の収入となりました。 

・ これらの取り組みと、イオン銀行の株式交換に伴う増加 2,051 億９百万円を加え、現金同等物は、

4,994 億 74 百万円となり、前連結会計年度に比べ、4,798 億 45 百万円増加いたしました。 
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 ４．連結財務諸表 

  （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

 

 

（訂正前） 

(単位：百万円)

   

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 日)

営業収益 

 包括信用購入あっせん収益 70,366 86,988

 個別信用購入あっせん収益 7,370 8,417

 融資収益 64,742 72,506

 銀行業における貸出金利息 － 3,382

 業務代行収益 7,091 8,689

 償却債権取立益 2,947 4,164

 その他 17,271 20,266

 金融収益 

  銀行業における有価証券利息配当金 － 995

  コールローン利息 － 1

  受取利息 62 559

  金融収益合計 62 1,556

 営業収益合計 169,853 205,972

 

 

 

 

（訂正後） 

(単位：百万円)

   

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 日)

営業収益 

 包括信用購入あっせん収益 70,366 86,988

 個別信用購入あっせん収益 7,370 8,417

 融資収益 64,742 72,506

 銀行業における貸出金利息 － 3,382

 業務代行収益 7,091 8,689

 償却債権取立益 2,947 4,164

 その他 17,271 20,266

 金融収益 

  銀行業における有価証券利息配当金 － 1,367

  コールローン利息 － 1

  受取利息 62 187

  金融収益合計 62 1,556

 営業収益合計 169,853 205,972
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４．連結財務諸表 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

(単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 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 17,907 30,491

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,405 20,512

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,964 △2,879

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △6,766 △5,529

 割賦売掛金の増減額（△は増加） △65,752 △30,597

 営業貸付金の増減額（△は増加） 19,102 △37,128

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,280 47,620

 銀行業における預金の増減額（△は減少） － 77,247

 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） － △67,179

 その他 37,115 △4,031

 小計 39,254 28,527

 利息及び配当金の受取額 93 103

 法人税等の支払額 △7,570 △4,370

 法人税等の還付額 － 1,924

 営業活動によるキャッシュ・フロー 31,777 26,184

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 銀行業における有価証券の取得による支出 － △35,196

 
銀行業における有価証券の売却及び償還による収

入 
－ 80,143

 定期預金の預入による支出 △2,788 △4,567

 有形固定資産の取得による支出 △4,118 △5,524

 無形固定資産の取得による支出 △7,092 △8,595

 投資有価証券の取得による支出 △60 △86

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
 △1,487 －

 子会社株式の取得による支出 － △328

 その他 1,618 643

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,930 26,487

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） 2,878 269,554

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 516 3,872

 長期借入れによる収入 139,440 70,986

 長期借入金の返済による支出 △139,029 △83,103

 社債の発行による収入 23,005 9,397

 社債の償還による支出 △14,281 △54,533

 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 29,919

 少数株主からの払込みによる収入 － 176

 自己株式の取得による支出 △0 △15,001

 配当金の支払額 △7,058 △7,749

 少数株主への配当金の支払額 △1,554 △1,856

 その他 △31,292 △1,687

 



 

 

 

 

(単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 日)

 財務活動によるキャッシュ・フロー △27,376 219,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 △507 2,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,037 275,320

現金及び現金同等物の期首残高 29,666 19,629

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 －  204,525

現金及び現金同等物の期末残高  19,629  499,474

 



 

（訂正後） 

(単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 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 17,907 30,491

 減価償却費 7,996 9,949

 のれん償却額 － 556

 負ののれん償却額 △100 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,405 20,512

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,964 △2,879

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 117

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △6,766 △5,529

 受取配当金 △93 △103

 投資有価証券評価損益（△は益） 85 －

 持分法による投資損益（△は益） 157 △117

 社債発行費償却 60 85

 割賦売掛金の増減額（△は増加） △65,752 △30,267

 営業貸付金の増減額（△は増加） 19,102 △36,232

 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） － △67,423

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 27,334 27,017

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,280 47,620

 銀行業における預金の増減額（△は減少） － 77,516

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,013 △35,019

 その他 3,668 △6,674

 小計 39,254 29,620

 利息及び配当金の受取額 93 103

 法人税等の支払額 △7,570 △4,434

 法人税等の還付額 － 1,988

 営業活動によるキャッシュ・フロー 31,777 27,277

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △2,788 △4,567

 定期預金の払戻による収入 2,361 1,327

 銀行業における有価証券の取得による支出 － △35,196

 
銀行業における有価証券の売却及び償還による収

入 
－ 78,917

 有形固定資産の取得による支出 △4,118 △5,524

 有形固定資産の売却による収入 309 786

 無形固定資産の取得による支出 △7,092 △8,595

 投資有価証券の取得による支出 △60 △86

 子会社株式の取得による支出 － △328

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
 △1,487 －

 その他 △1,053 △1,906

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,930 24,825



 

    

(単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年２月 21 日 

 至 平成 24 年２月 20 日)

当連結会計年度 

(自 平成 24 年２月 21 日 

 至 平成 25 年３月 31 日)

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） 2,878 269,554

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 516 3,872

 長期借入れによる収入 139,440 70,986

 長期借入金の返済による支出 △139,029 △83,103

 債権流動化借入金の返済による支出 △30,000 －

 社債の発行による収入 23,005 9,397

 社債の償還による支出 △14,281 △54,533

 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 29,919

 自己株式の取得による支出 △0 △15,016

 少数株主からの払込みによる収入 － 176

 配当金の支払額 △7,058 △7,749

 少数株主への配当金の支払額 △1,554 △1,856

 その他 △1,292 △1,687

 財務活動によるキャッシュ・フロー △27,376 219,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △507 2,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,037 274,735

現金及び現金同等物の期首残高 29,666 19,629

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 －  205,109

現金及び現金同等物の期末残高  19,629  499,474

    

 

    

 

 

 

以上 

 


