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会社概要

１）商 号 株式会社イオンファンタジー

２）所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３）設 立 １９９７年２月１４日

４）資本金 １７億９８百万円

５）株 主 イオン株式会社 ６５．８１% その他 ３４.１９%

６）市 場 東京証券取引所 市場第一部

７）事 業 ショッピングセンター内「アミューズメント施設」

及び「インドアプレイグラウンド」の運営
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社是・ビジョン

社是

遊びを通じて、

夢と楽しさとふれあいを提案し、

地域社会に奉仕しよう

ビジョン

子どもと家族の笑顔のために、

世界中に楽しい「あそび×まなび」を届ける

オンリーワンのエデュテイメント企業
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沿革

1988年 1 号店開店（ジャスコ㈱の事業部門）
1997年 会社設立
2005年 東証一部上場
2007年 中国に会社設立
2011年 マレーシアに会社設立
2012年 タイに会社設立
2014年 フィリピン・インドネシアに会社設立
2015年 ㈱ファンフィールドと合併、

700 店舗達成、業界No.１へ
2016年 800 店舗達成
2017年 ベトナムに会社設立
2020年 現在859店舗

＜店 舗 数 推 移＞

海外出店
の加速

ファンフィールド
と合併

注：年度は翌年２月期を指す

国内成長 中国進出

年度

アジア展開加速
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２０２１年２月期

連結決算概要
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２０２１年２月期の連結業績
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■特別利益 店舗家賃免除益９億５６百万円 雇用調整助成金５億２７百万円。

■特別損失 店舗休止損失４５億３５百万円 感染症対策費１億２３百万円。

■法人税等調整額（益） ２１億８６百万円を計上。



四半期会計期間別の業績推移
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■第４四半期は売上高の前年同期比増減率は△１０．７％に縮小。

営業利益の前年同期比増減額も前四半期からマイナス額が更に減少。



セグメント情報（連結累計期間）
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セグメントの売上高前年同期比の四半期推移
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（％）

■中国事業の売上高前年同期比は第３四半期以降、前年度を上回る。

※第４四半期は昨年度1月２８日より全店臨時休業の影響による。

■国内事業は第３波影響を受けながらも第４四半期８７．０％まで回復。



トピックス
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連結貸借対照表(２０２１年２月末日現在)
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■流動負債 短期借入金１７,６２０百万円 前期末から１２,２１８百万円増。

■固定負債 長期借入金の減 ９８８百万円及びリース債務（使用権資産）１,０７４百万円減。



連結キャッシュフロー計算書
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店舗数の状況（２０２０年２月末日現在)
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■当連結会計年度は新規出店１４店舗、閉店３５店舗。

■２０２１年２月末日現在の店舗数は８５９店舗。（ＦＣ等１０店舗含む）



２０２１年２月期

重点取組み概要
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コーティング作業の
様子と認定シール

【国内事業】 店舗の防疫対策
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■「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル」に準拠。

■アクリル板設置と遊戯機械、遊具の消毒清掃の徹底。

■メダル洗浄機全店導入。抗菌・抗ウイルスコーティング施工。

アクリル板による
飛沫感染対策

消毒・清掃の徹底による
接触感染対策

メダル洗浄機による
定期的な洗浄



【国内事業】 部門別売上高の既存店前年比推移
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（％）

■プライズが売上を牽引。下半期は既存店前年比を上回る推移。

■２度目の緊急事態宣言発出による影響は軽微。

＜部門別既存店前年比の推移（曜日調整後）＞



【国内事業】 プライズ部門が全体の売上回復に貢献
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■全国的な人気の「鬼滅の刃」をはじめ売れ筋景品の集中展開。



【国内事業】 プライズ部門が全体の売上回復に貢献
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■有名なお菓子メーカーや人気キャラクターとのコラボによる当社

限定景品の販促企画を積極的に実施。

世界に３つしかない「たべっ子どうぶつ特大クッション」が当たる！
「たべっ子どうぶつ」の限定プライズ展開記念 Twitter 

プレゼントキャンペーン

「雪見だいふく」が巨大なクッションに！？
世界に３つしかない「雪見だいふくクッションULTRABIG」

が当たるTwitter キャンペーン」



【国内事業】 オンラインクレーンの拡大
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■ブース数を６００から１,２００に倍増し、「鬼滅の刃」や人気の

Ｖｔｕｂｅｒとのコラボなどエクスクルーシブな景品を積極的に展開。

■テレビＣＭを静岡県と北海道で放映。会員獲得に貢献。

■下半期の前年同期比は１７９．８％。

Ⓒ 2016 COVER Corp.

モーリーオンライン初のテレビＣＭを放映 人気のホロライブはコラボ第三弾を実施



■グループ外物件ビバモール東松山店をはじめ６店舗の出店。

■イオンモール上尾には新たな時間制遊具施設「そびなび」

を導入。
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イオンモール上尾店

【国内事業】 新規出店

「そびなび」
子どもたちが遊びながら新しい気づきや発見を

得ることができるエデュテイメント施設。



■ガチャ専門店「TOYS SPOT PALO」を当期に３４か所展開。

２０２１年２月末時点で５４か所。

■当社限定のカプセルトイの展開により差別化を図るとともに

キャッシュレスガチャ筐体を順次増台。
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TOYS SPOT PALO 浦和美園

【国内事業】 ショッピングセンターにガチャ専門店を展開

オリジナルガチャを展開 電子マネー＋ＱＲコード
のキャッシュレス筐体



専門分野の有識者による監修

左：藤本 徹先生 東京大学大学院情報学環准教授

専門はゲーム学習論

右：正頭 英和先生 小学校教諭

Global Teacher Prize 2019 Top10に選ばれる。

【国内事業】 オンライン事業への取組み
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■新たにオンラインスクール「ゲームカレッジLv９９」を開講。

■無料モニター募集に６４０名応募。２月より事業スタート。



【国内事業】 ＤＸの取り組み
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■店舗のＩＴ化を急加速で推進。新ハンディターミナル導入により

作業効率が大幅アップ。ＰＣレス、ペーパーレスが進む。

■タッチパネル式大型ディスプレイと事務所ドア顔認証の導入。

■後方作業３３万人時の削減効果。お客さま対応に充当。

・新ハンディターミナルは従来のパソコンや手集計作業をＨＴに

集約。事務所に戻らずに売場作業完結。

・事務所大型ディスプレイはタッチパネル式なので簡単操作。



海外の業績
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【中国事業】 既存店前年比推移
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（％） 中国事業 既存店前年比推移

■中国事業の売上は第３四半期に前年を上回り順調に回復。

■１月度の既存店前年比 １２８．９％。
※２月度は前年が1月２８日より全店臨時休業。



【中国事業】 積極的なセールス企画を展開
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■トークンにプレゼント品をつけたお得なセット販売を月度ごと

にテーマを設定し実施。客単価のアップにつなげた。

■大手ＥＣサイト(天猫)と連携しオンライン販売を拡大。

年間販売額２３３百万円 昨年比２７１％。



【中国事業】 ショッピングセンター空床区画への積極展開

28

■新型コロナウイルスの影響による空床等に一時使用区画

として展開。２０２１年２月末現在 ９３か所。

■下半期から専属チームを作り推進。

収益は下半期計９８百万円、年間計１１８百万円。



【アセアン事業】 各国の売上高既存店前年比推移
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■営業再開後の売上は急速に回復。

■規制による休業店舗数により既存店前年比は変動。

＜アセアン事業 既存店前年比推移＞

（％）

※フィリピンは営業停止中
※臨時休業中店舗も集計に含む



【アセアン事業】 新規出店
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■新規出店はアセアン計で７店舗となる。

■ベトナムはイオンモール新店に３か所同時出店。

タイは最大手セントラルのバンコク市内モールに出店。

（ベトナム） キッズーナ ハイフォンレチャン （タイ）キッズーナ セントラルラマ２



【アセアン事業】 タイにおける新店オープンの好事例
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■新店のオープン前にセンターコートに催事展開。

■事前告知による宣伝効果が高く、開店後の集客に貢献。

新人スタッフのトレーニング機会としても有効。



２０２２年２月期

連結業績予想
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２０２２年２月期の連結業績予想
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セグメント別連結業績予想
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■前提 売上高は２０２０年２月期対比 連結計９５％

国内 ９５％ 中国 １１０％ アセアン７７％



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、

当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定

の前提に基づいており、その達成を当社として、約束する趣旨の

ものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により、

大きく異なる可能性があります。
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単体資料
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参考資料



２０２１年２月期の業績（単体）
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参考資料



会計上の売上高詳細（単体）

38

参考資料
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既存店前年比の月次推移（単体） 参考資料



部門別売上動向（単体）
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参考資料



四半期毎の業績推移（単体）
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参考資料



貸借対照表（単体）
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参考資料


