
西日本株式会社
証券コード：8287

ありがとう30年、
これから出会う笑顔のために

報 告 書
第30期

2011.2.21～2012.2.20



ごあいさつ

株主、投資家の皆さまには、格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。第30期の報告書をお届けするにあたり、
日ごろのご支援、ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。

　まず初めに、マックスバリュ西日本は、今年で創業30周
年を迎えることができました。ひとえに皆さまのご愛顧、ご
支援の賜物と、心より御礼を申し上げます。
　当期における我が国の経済は、欧州債務問題に端を発
した世界的金融不安の影響を受けつつも、東日本大震災に
よる落ち込みからの回復傾向となりました。個人消費につ
いても震災による影響が一時的に及んだものの、生産水準
の回復や国内需要の回復を背景に持ち直しの兆しが見ら
れました。しかしながら、当社を取り巻く事業環境は、従来
のデフレ状況下から続く集客のための価格競争や、業種・
業態を超えた出店競争及び顧客獲得競争から抜け出せな
い厳しい状況が続きました。

　こうしたなか、当社は、さらなる成長と競争に打ち勝つ収
益構造の構築を目指してさまざまな取り組みを実施し、あ
らゆる観点から全力を挙げて業績の向上に努めました。
　営業・商品面では、EDLP（エブリデー・ロー・プライス）
の実現を課題に掲げ、お客さまの価格志向の高まりや競
合各社との価格競争に対応すべく「家計応援商品」「家計
応援スペシャル商品」等のEDLP（エブリデー・ロー・プラ
イス）商品の拡販に注力するとともに、イオンのブランド
「トップバリュ」商品の拡販に取り組みました。また、主力
セールスである「お客さま感謝デー」「マックスデー・ビック
デー」「火曜市・水曜市」「お客さまわくわくデー」の強化を
図りました。
　コスト構造改革につきましては、EDLC（エブリデー・
ロー・コスト）の実現を目指し、グループ共同調達やプライ
ベートブランドの売上構成比アップ等による売上原価の削
減を推し進めるとともに、販売費及び一般管理費のあらゆ

マックスバリュ西日本は、創業30周年を  迎えました。
創業の原点である「お客さま第一」のもと、  さらに
お客さまに信頼される店舗づくりに
取り組んでまいります。
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る科目についての見直しを進め、コストコントロールに尽力
しました。
　店舗展開につきましては、当期中にマックスバリュ6店
舗、ザ・ビッグ4店舗の計10店舗を出店しました。なお、ザ・
ビッグ4店舗のうち3店舗は、既存のマックスバリュ店舗か
らの業態転換であり、この出店によりエリアでのシェア率向
上を図りました。加えて、既存店８店舗の改修・改装を通
じて、商圏特性や店舗規模に応じた品揃えや価格体系の
見直しを図り、売場展開力の強化に努めました。
　これらの取り組みの結果、当上期の業績は、営業収益 

2,551億31百万円（対前期比104.4%）、営業利益は、71億
73百万円(対期比95.1％)、経常利益は73億73百万円(対前
期比95.5%)となりました。積極的な出店による業容拡大で
営業収益並びに営業総利益は前事業年度より増加したも
のの、値入率の低下並びに売価変更率の改悪等が主因と
なって増収減益となりました。また当期純利益は、資産除

去債務に係る会計基準の適用に伴う影響額として12億46

百万円、減損損失として18億15百万円を特別損失として
計上したこと及び法人税等調整額4億62百万円の計上によ
り、14億68百万円（対前期比41.5％）となりました。
　マックスバリュ西日本は「お客さま第一」の姿勢のもと、
地域のお客さまに広くご支持いただける顧客満足業を目指
して今日まで歩みを進めてまいりました。今後も刻一刻と
変化する経営環境に対応しながら、さらなる成長、進化を
目指して日々努力を続けてまいります。創業から30年とい
う節目を迎えた今年は、私たちにとって“第二の創業の年”
であると認識しております。これまでの概念にとらわれるこ
となく、意識を変え、行動を変え、お客さまのご期待にお応
えできるよう積極果敢なチャレンジを実行してまいります。
今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

代表取締役社長

マックスバリュ西日本は、創業30周年を  迎えました。
創業の原点である「お客さま第一」のもと、  さらに
お客さまに信頼される店舗づくりに
取り組んでまいります。

感 謝

責 任 信 頼

30周年企画の
キーワード

ありがとう30年、
これから出会う笑顔のために
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1983 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2002

1982
資本金3百万円を
もって設立、兵庫県
姫路市に1号店とし
て田寺店を開店

1984
兵庫県高砂市に10
号店として北浜店を 
開店

※ グラフの数値は各年2月20日
時点の数値です。

1985
兵庫県明石市に20
号店として大久保北
店を開店

1987
2月：ウェルマート
株式会社(本店：東
京都中央区)と合併
10月：兵庫県神戸
市に30号店として
伊川谷店を開店

1988
商号をウエルマート
株式会社に変更

1989
兵庫県赤穂郡上郡
町に40号店として
上郡店を開店

1995
兵庫県姫路市に
マックスバリュー1
号店として東山店を
開店

1997
兵庫県揖保郡太子
町に80号店として
太子南店を開店

2002
株式会社マミーと
合併、山口県に合併
後初の1号店 室積
店を開店

2003
兵庫県加古川市に
従業員に技術指導
を行う別府研修 
センターを開所

1991
兵庫県明石市に50
号店として魚住店を
開店

1998
兵庫県加古川市に
初の3,000m2クラス
のS S M（スーパー
スーパーマーケッ
ト）、マックス バ
リュー石守店を開店

2000
5月：商号をマック
スバリュ西日本株式
会社に変更
8月：広島県にて事
業展開している山陽
マックスバリュー株
式会社と合併

マックスバリュ西日本は、1982年3月に兵庫県県下にて1号店を開店し、以来 

地域に密着したスーパーマーケットを目指して、地域とともに歩みを進めて
きました。2012年2月末現在においては、中国・四国の7県に168店舗を 

展開しており、お客さまの豊かな生活に貢献する企業として地域のニーズに 

きめ細かく対応した店舗づくりを推進しています。

店舗数

営業収益（億円）

地域とともに30年、
マックスバリュ西日本の歩み。

1
特 集

2000
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2004 2006 2008

2011
2月：マックスバリュ
グランド１号店とし
てロックシティ姫路
店を開店

9月：ザ・ビッグエク
ストラ１号店として
萩店を開店

10月：広島県広島
市南区へ本社機能
を移転

2006
愛媛県今治市に四
国エリア第1号店と
なるマックスバリュ
今治阿方店を開店

2008
ザ・ビッグの新業態
であるザ・ビッグ
ロックタウン周南店
を開店

2010
広島県広島市に
マックスバリュエク
スプレス１号店とし
て広島駅北口店を
開店

2010 2012

営業収益 .......2,740億円

営業利益 ................ 79億円

経常利益 ................ 80億円

当期純利益 ............ 36億円

出店数 ..................... 10店舗

経営目標（2012年度）

１．  西日本全体を視野に入れた積極
的な営業展開による瀬戸内沿岸
部のドミナント化及び県単位での
シェアNo.1の実現

２． 品質と鮮度面での差別化と価格
優位性を可能にする利益構造の
構築

３．  生産性の向上による損益分岐点
の低い店舗運営及び投資コストの
低減によるローコスト経営の実現

４． 人事・教育・訓練制度の再構築

中期経営課題

2012
3月：創業３０周年
を迎える
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創業30周年を迎えた今年は、次の成長を見据え、生まれ変わるような意識で新たな
変革にチャレンジする“第二の創業の年”。私たちの原点である「お客さま第一」を 

再認識するとともに、お客さまに信頼される店舗づくりに向けてさまざまな施策に取り
組んでいきます。新生マックスバリュ西日本に、どうぞご期待ください。

“第二の創業”を目指して、新たな  変革に挑戦します。

店舗戦略
DS事業

2
特 集

より便利に、より安く
身近なDS店舗の拡充
お客さまの価格志向に応える「ザ・ビッグ」のさ
らなる拡充に取り組みます。出店予定地のドミ
ナント形成や競合状況などを踏まえての明確な
エリア戦略のもと出店を加速するとともに、 
既存店舗についても、食品部門の強化はもち 

ろん、ノンフーズや衣料品の拡大などによる売
場の再編を進め、品ぞろえを充実させることで
一層の活性化を図っていきます。

香川

徳島愛媛

兵庫岡山広島
山口

お客さまに魅力ある店舗の
さらなる展開
小売業界の競争が一段と激化する中、お客さま
に選んでいただける魅力的な店舗を目指して、
現場のマネジメント力の向上に取り組みます。
店舗環境に応じた品ぞろえやサービスの提供、
販促活動などの各施策に対して、現場主導でス
ピーディに実行に移せる組織づくりに注力する
一方、それらの取り組みをサポートする体制の
構築にも努めます。

●ＭＶ重点エリア
●ＤＳ重点エリア
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“第二の創業”を目指して、新たな  変革に挑戦します。

中国事業

宅配事業

グループ力を活かした
中国事業の推進
イオンが推し進める中国・アセアン諸国におけ
る出店戦略に準じて、マックスバリュ西日本、
マックスバリュ東海、マックスバリュ中部の3社
がエリアごとにドミナントを形成する計画を進
めています。当社では今年度より本格展開を開
始し、青島市を中心とする山東省エリアを中心
に積極的な出店を推進していきます。

地域ぐるみでつなぐ、
お店と家庭のネットワーク
新たな事業として、御用聞き宅配サービス
「マックスバリュのくらし便」を開始しました。 
お買物に行けないお客さまやネットスーパーが
利用できずにお困りのシニア層のお客さまのご
自宅へスタッフが訪問し、注文を承り、配達す
る、という買い物支援を行います。現在対象エ
リアは兵庫県の一部地域のみですが、今後は 

各県へ展開を拡大していく計画です。

山東省

山東省
青島市

中華人民共和国
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2011年度も積極的な
店舗展開を実施しました
マックスバリュ西日本では、それぞれの立地特性に
合わせた地域密着型の店舗展開を進めています。
当期は、マックスバリュ６店舗、ザ・ビック4店舗
の、計10店舗を開店しました。このうちザ・ビッグ
丸亀城南店、ザ・ビッグ防府東店、ザ・ビッグ岡山
一宮店は、既存のマックスバリュ店舗からの業態
転換であり、お客さまニーズを見据えての出店を
積極的に進めました。

いつでも愛される店舗を目指して

創業30周年にあたっての取り組みとして、全店を挙げて30周
年記念企画セールなどの販促イベントに注力しています。産地
直送の生鮮食品、地場野菜を使ったお惣菜、地元の銘品など、
「おいしさ」「鮮度」「安全・安心」にこだわった品々をさらに 

お安く、お求めやすく、 お客さまのご価格志向に応えると 

ともに、地域経済の活性化にも貢献し、地域と密着した店舗 

づくりにつなげています。

産地直送品やこだわり商品に至る
まで、さらにお安くご提供します。

当期出店状況
店舗名 所在地 開店日

 1.  マックスバリュグランドイオンタウン姫路 兵庫県姫路市 2月26日
 2. マックスバリュ中島 兵庫県高砂市 3月 4 日
 3. ザ・ビッグ丸亀城南 香川県丸亀市 4月16日
 4.  ザ・ビッグイオンタウン防府東 山口県防府市 4月21日
 5. マックスバリュ溝口 兵庫県姫路市 6月 7 日
 6. マックスバリュ宮上 兵庫県姫路市 7月 5 日
 7. ザ・ビッグエクストラ萩 山口県萩市 9月 8 日
 8. マックスバリュ段原 広島県広島市 9月 21 日
 9. マックスバリュ城の西 兵庫県姫路市 10月 27 日
 10. ザ・ビッグ岡山一宮 岡山県岡山市 11月 23 日

30周年記念企画セール
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店舗の営業時間であればいつでも
ご利用いただける、イオン銀行ATM

の設置を進め、お客さまの利便性向
上を図っています。お預け入れ、お
引き出し、イオン銀行間の振込みが
手数料無料で行えます※。また、
WAONのチャージも可能です。
※他銀行への振込みには手数料がかかります。

 イオン銀行ATMの拡充

お客さま自身が、画面表示と音声ガイドに沿って、お買
上げ商品のレジ登録から精算までを行えるセルフレジの

導入を進めています。少
ない点数のお買物の際
などに短時間で支払い
を済ませることができる
と、ご好評をいただいて
います。

 セルフレジの併設

 広がる電子マネーWAON

イオングループでは、全国
の加盟店にてご利用いただ
くと、金額の一部が地域へ
の寄付や活動に使われるご
当地WAONの発行を推進
しています。マックスバリュ
西日本の営業地域では、2010年8月の｢姫路城WAON｣
の発行以来、すでに9種類のWAONを発行し、地域の皆
さまの生活支援や産業の振興、自然保護などに役立てら
れています。

便利！ らくらく！

※  BIG（ザ・ビッグ業態）、SSM（売場面積2,000m2規模）、 
SM（同1,000m2規模）、CSM（同500m2規模）

店舗数（2012年2月20日現在）
BIG SSM SM CSM 合計

兵庫エリア 51 32 3 86

岡山エリア 7 3 1 11

広島エリア 9 11 3 1 24

山口エリア 9 22 4 35

愛媛エリア 1 3 4

香川エリア 4 2 6

徳島エリア 2 2

合　計 32 92 40 4 168

キャンペーンセール

30周年記念企画セールのなかで中心となるのは、
各店舗主導によって毎日開催しているキャン
ペーンセールです。マックスバリュ西日本では、
ナショナルブランド商品やイオンのブランド｢トッ
プバリュ｣に加え、地域でとれた野菜・果物や近隣
漁港から届く魚介類などの生鮮商品、お惣菜やベー
カリーまで、さまざまな商品を日替わりでセレクト
し、毎日お買い得価格で提供しています。

ザ・ビッグ丸亀城南店

マックスバリュ宮上店

広島・子育てイクちゃんWAON

マックスバリュ西日本      8



皆さまに支持される商品づくり

●クーリッシュファクト
「軽くてさわやか、サラサラ&DRY」
快適さを追求した機能性
ウェア。レディース、
メンズ、キッズ向
けに幅広いライン
ナップを取り揃え
ました。

●チョコレートケーキ
大好評の4個入りに加えて、12個
入りも新登場。小さな
お子さまから大人ま
で、ご家族みんなで楽
しめる、おいしさと安さ
を兼ね備えた人気商品
です。

価値ある品物をいつもロープライス。
さらに進化するトップバリュ
1994年の誕生以来、品質、安全、価格にこだわっ
た品々を展開する「トップバリュ」。現在商品数は、
衣・食・住あわせて約6,000品目にのぼり、お客さ
まの多様なニーズにお応えしています。これから
も、お客さまの必要とされるものを必要とされる時
に提供できるよう、商品開発・改善に取り組み、お
客さまの生活をサポートするブランドとして進化を
続けていきます。

厳選されたお買い得商品を
ご用意し、全店で販売しています。
創業30周年を迎え、これまでのご愛顧に感謝を込めて30周年
記念商品をご用意し、全店で販売しています。野菜や果物など
の生鮮食品をはじめ、パン・菓子類、飲料品、日用雑貨など、
各カテゴリーから選りすぐった商品を特別価格にてライン 

ナップ。エブリデー・ロー・プライスを目指して実施している 

各セールスと合わせてのさらなるお買い得が実現し、お客さま
から大変ご好評をいただいています。

30周年記念企画商品

9      マックスバリュ西日本



毎月5のつく日は

基本はEDLP（エブリデー・ロー・プライス）

毎月20日・30日はイオン
カード・WAONカード会員
さま限定で、レジにて店内
商品を5%割引します。

マックスバリュが毎日の家
計を応援します。アイテム
を毎月選定し、お値打ち価
格でご提供します。

毎月5日・15日・25日はイオ
ンカードまたはWAONご
利用で、ご利用金額200円
（税込）につきポイント２倍
となります。

毎月第2日曜日はマックス
デー、ザ・ビッグデーを開
催。マックスバリュ各店、ザ・
ビッグ各店にて、売場の表
示価格より5%割引します。

 お客さま感謝デー

 家計応援スペシャル

 お客さまわくわくデー

 マックスデー&ザ・ビッグデー

毎月1～７日はトップバリュ週間
2012年3月1日よりスタートした取り組みです。毎月1～7日までの1週間は「トップバ
リュ」の新商品を集中的に発売し、試食の実施や専用コーナーの設置などによって売
場での露出を拡大するとともに、一部商品を期間限定のお試し価格で提供します。

人気商品がこんなにお得！

30周年記念企画商品としてご用意しているの
は、食料品を中心に、お客さまの日常生活に
欠かすことのできない人気商品ばかりです。
また、生鮮食品やインストア・ベーカリー
の中からも人気の高い商品をセレクト
し、お買い得価格で提供しています。
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お客さまの満足への取り組み

 フレックス委員会
全従業員の約9割を占め、現場を支えているフレッ
クス社員の知識や発想を店舗運営に反映させるた
め、「フレックス委員会」を各店ごとに設置し、それ
ぞれが自発的にテーマを決めて積極的な活動を 

展開しています。その活動報告や情報交換の場と
してフレックス委員会活動報告会を定期的に開催
しており、活動の満足感を高める、好事例を聞くこ
とで他店従業員との連帯感を強めるといった成果
を上げています。当期は、2011年12月に「第4回 

フレックス委員会活動発表会」を開催しました。

マックスバリュ西日本ならではの
人材育成への取り組み
マックスバリュ西日本では、お客さま満足のより一
層の向上を図るために人材育成の強化に取り組ん
でいます。農業、水産、デリカなど、各部門の専属
トレーナーによる研修・検定や、従業員一人ひとり
に経営的感覚を身につけてもらうマックスバリュ大
学(企業内大学)など、個々のスキルアップをサポー
トする体制を整えています。

「何度でも足を運びたくなる」「いつも気持ち良く買い物ができ
る」そんなフレンドリーなお店づくりを目指して、さまざまな取
り組みを行っています。笑顔を絶やさないコミュニケーション、
お客さまの一人ひとりに合わせたていねいな接客、少しでも 

お待たせしない心配りなど、常にお客さまにとっての快適さを
第一に考え、従業員一丸となって接客技術の向上、サービス
のレベルアップに取り組んでいます。

皆さまからの信頼にお応えする
ために、いつも笑顔を忘れません。

30周年記念キャンペーン
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すばらしい応対や模範的な
行動をした人にメッセージを
贈る、自分をサポートしてく
れた人に感謝を伝えるなど、
思いを綴ったカードを通じ
て、従業員同士が響き合える
風土を醸成しています。

「あなたはすばらしい人だ」カード

お客さまの名前を覚える運
動、それが「ひまわり運動」で
す。覚えたお客さまの名前を
花びら1枚に書き、10枚に
なったら満開のひまわりとし
て社内報に掲載しています。

 ひまわり運動

お客さまに喜ばれたことを書き
とめ、全従業員へ伝達する
「ハッピーレター運動」を展開
しています。感動を共有するこ
とで、顧客満足から顧客感動
へサービスレベルを高めてい
けるよう、取り組みを推進して
います。

 ハッピーレター運動
 チェッカーコンクールを開催

お客さまに喜んでいただける接客技術の向上を目
指し、2004年よりチェッカーコンクールを開催して
います。当期は「地域一番のお客さま満足を目指し
て！」をスローガンに、「第8回チェッカーコンクー
ル 姫路大会」を2011年10月に開催。兵庫県、岡山
県のマックスバリュ、ウエルマート店舗の選抜され
た従業員118名が、会場のステージ上に設置され
た店舗と同じレジを使用して、レジ精算と接客技
術を競い合いました。

笑顔あふれるあいさつを
広げる接客推進キャンペーン

創業30周年という節目にあたって接客の基本である
あいさつの大切さを今一度認識し、お客さまに気持
ちよくお買い物をしていただけるよう、笑顔で心の
こもったあいさつができる店舗を目指してのキャン
ペーンを展開しています。バックルーム内のポス
ター提示、店内の巡回チェックなどの取り組みに加
え、従業員同士のあいさつも奨励し、誰もがあいさつ
をして当たり前という風土づくりに努めています。

イキイキと働いてもらうために
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マックスバリュ西日本 
ならではのCSR活動
マックスバリュ西日本は、地域コミュニティの一員
として、地域の皆さまのお役に立てるスーパーマー
ケットを目指してCSR活動に取り組んでいます。 
地域のお客さまや社会が必要としているもの、 
将来必要とされるものをしっかりと見据え、私たち
だからできる活動を今後も続けていきます。

社会と環境のために

 食育活動
地域のお客さま
に食育を知って
いただくための
活動に取り組ん
でいます。近隣
小学校の皆さま
に正規の授業として参加いただく「食育
体験学習会」、ご来店されたお客さまに、
食に関する情報を試食とともに伝える
「食育コミュニケーター活動」などを実施
しています。

 がんばろう日本
  復興支援の取り組み
東日本大震災の被災地復興支援活動と
して、各店舗での募金活動や「がんばろう
日本！復興応援特別セール」の開催、お
中元ギフトカタログでの「がんばろう東
北」ギフト特集の展開など、さまざまな取
り組みを実施しました。

マックスバリュ西日本は、地域の皆さまの健康で豊かな生活
のため、地域に根ざした社会貢献や環境保全のための活動に
取り組んでいます。今年度は、創業から今日までの歩みを支
えていただいた地域の方々へ感謝の気持ちをお届けするため
に、さまざまな記念イベントを開催します。イベントを通じて
皆さまとふれあうことで、地域との絆を深め、コミュニケー
ションの輪をより一層広げていきます。

地域のために、感謝を込めて
さまざまな活動に取り組んでいます。

30周年記念イベント
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 駆け込み110番
レジ袋の削減を目的
に、各地域の行政・
市民団体と協定を結
び「レジ袋無料配布
中止」の取り組みを

進めています。お客さまにはお
買い物袋持参をお願いし
ており、イオンオリジナル
のマイバッグやお持ち帰
り専用のマイバスケット
の販売も行っています。

マックスバリュ西日本全店では、犯罪の
被害にあわれたお客さまが避難、救護を
求めて店舗に駆け込まれた場合の保護や
怪我の応急手当、救急車の手配、警察へ
の通報などを行う「110番」の店として防
犯に取り組んでいます。

エコストアの推進

お客さまからお持ちいた
だいた牛乳パック、アル
ミ缶、スチール缶、食品ト
レイ、ペットボトルをわか
りやすく分別できるリサ
イクルボックスを設置し、
回収しています。回収したものはすべてリサイクル
業者に委託し、再資源化を行っています。

 リサイクルボックス

店舗正面看板や冷凍陳
列ケースの照明に、エネ
ルギー効率に優れたLED

照明の採用を進めていま
す。これにより、年間約
70%の電力量削減が期
待できます。当期は、マックスバリュ、ザ・ビッグ、
計135店舗への導入を実施しました。

 LED照明

冷凍食品陳列ケースに、
お客さまの通行を自動感
知して点灯、消灯を行う
システムの導入を進めて
います。これにより、通常
照明と比較して年間約
60％の電力を削減できます。

 自動感知システム（冷凍陳列ケース）

イオンデークリーン活動

イオングループでは、地域と環境をテーマに貢
献活動を行う日として、毎月11日を「イオン・
デー」と定め、店舗近隣の公園や河川敷などの
清掃活動を行っています。マックスバリュ西日本
では今年度、地域の皆さまへの感謝を込めて、
30周年を記念したより大規模で、全社的な清掃
活動を6月と10月に実施する予定です。

 レジ袋削減への取り組み
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財務ハイライト

POINT

当 期
 2012年2月期

前 期
 2011年2月期

売上高 249,306 238,902

営業収益 255,131 244,436

営業利益 7,173 7,545

経常利益 7,373 7,722

当期純利益 1,468 3,536

1株当たり当期純利益（円） 56.15 135.23

総資産 81,724 83,774

主要財務指標

※金額単位は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

 資産
当期末における総資産は、前期末比20億49百万円減少し、817億24百万円と
なりました。主な要因は、会計基準変更による資産除去費用の計上及び新店
等の出店に伴い、有形固定資産が2億33万円、商品及び貯蔵品が6億5百万円
増加した一方、前期末が金融機関休業日であったため、現金及び預金が16億
69百万円、未収入金が13億87百万円減少したことによるものです。

 負債
当期末における負債は、前期末比25億97百万円減少し、432億63百万円とな
りました。主な要因は、資産除去債務に関する会計基準の適用による資産除
去債務26億21百万円を計上した一方で、買掛金残高23億37百万円の減少
及び長期借入金の返済10億24百万円によるものです。

 純資産
当期末における純資産は、前期末比5億47百万円増加し、384億61百万円と
なりました。主な要因は、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加によ
るものです。

2013年2月期 業績予想（通期）
営業収益 274,000百万円
営業利益 7,900 百万円
経常利益 8,000 百万円
当期純利益 3,600 百万円

（単位:百万円）

（注） 2013年２月期は12ヶ月と８日の変則決算となる予定のため、通期の対前期増減率に
 ついては記載しておりません。決算期変更についてはP18をご参照下さい。

営業収益（単位：億円） 営業利益／経常利益（単位：億円） 当期純利益（単位：億円）

0

1,000

500

1,500

2,000

2,500

2010年
2月期

2011年
2月期

2012年
2月期

2,551

0

40

20

60

80

100

2010年
2月期

2011年
2月期

2012年
2月期

7371

営業利益 経常利益

0

20

10

30

40

50

2010年
2月期

2011年
2月期

2012年
2月期

14

15      マックスバリュ西日本



当 期
 2012年2月20日現在

前 期
 2011年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 17,883 20,401
固定資産 63,840 63,372
　有形固定資産 46,995 46,761
　無形固定資産 750 833
　投資その他の資産 16,094 15,777
資産合計 81,724 83,774
（負債の部）
流動負債 32,815 36,960
固定負債 10,447 8,900
負債合計 43,263 45,860
（純資産の部）
資本金 1,667 1,667
資本剰余金 4,661 4,641
利益剰余金 30,051 29,498
自己株式 △50 △49
株主資本合計 36,310 35,758
評価換算差額等 2,077 2,098
新株予約権 73 57
純資産合計 38,461 37,913
負債純資産合計 81,724 83,774

当 期
 自 2011年2月21日 
至 2012年2月20日

前 期
 自 2010年2月21日 
至 2011年2月20日

売上高 249,306 238,902
売上原価 190,418 181,192
売上総利益 58,888 57,709
その他の営業収入 5,824 5,534
営業総利益 64,712 63,244
販売費及び一般管理費 57,539 55,698
営業利益 7,173 7,545
営業外収益 318 309
営業外費用 118 132
経常利益 7,373 7,722
特別利益 5 46
特別損失 3,524 1,017
税引前当期純利益 3,853 6,751
法人税等 2,385 3,215
当期純利益 1,468 3,536

当 期
 自 2011年2月21日 
至 2012年2月20日

前 期
 自 2010年2月21日 
至 2011年2月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,355 10,922
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,060 △9,339
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,964 △1,967
現金及び現金同等物の増減額 △1,669 △384
現金及び現金同等物の期首残高 4,813 5,197
現金及び現金同等物の期末残高 3,143 4,813

貸借対照表 損益計算書

キャッシュ・フロー計算書

株主資本等変動計算書（自 2011年2月21日　至 2012年2月20日）

（単位:百万円） （単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）
株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 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

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2011年2月20日残高 1,667 4,641 371 20 36 20,700 8,369 29,498 △49 35,758 2,098 57 37,913
当期変動額 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
　剰余金の配当 ー ー ー ー ー ー △915 △915 ー △915 ー ー △915
　特別償却積立金の積立 ー ー ー 1 ー ー △1 ー ー ー ー ー ー
　特別償却積立金の取崩 ー ー ー △4 ー ー 4 ー ー ー ー ー ー
　固定資産圧縮積立金の積立 ー ー ー ー 3 ー △3 ー ー ー ー ー ー
　 その他剰余金の処分 ー ー ー ー ー 2,000 △2,000 ー ー ー ー ー ー
　当期純利益 ー ー ー ー ー ー 1,468 1,468 ー 1,468 ー ー 1,468
　自己株式の取得 ー ー ー ー ー ー ー ー △０ △０ ー ー △０
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー △21 16 △４
当期変動学 ー ー ー △2 3 2,000 △1,447 553 △０ 552 △21 16 547

2012年2月20日残高 1,667 4,641 371 18 39 22,700 6,922 30,051 △50 36,310 2,077 73 38,461

マックスバリュ西日本      16



会社情報・株式情報

社 名 マックスバリュ西日本株式会社
設 立 1982年3月5日
事 業 内 容 食料品および日用雑貨用品の小売販売
資 本 金 16億6千7百万円
営 業 所 数 168店舗
従 業 員 数 1,629名（パートタイマーを含まず）
本 社
（2011年10月11日より）

〒732-0814
広島県広島市南区段原南1丁目3番52号
広島段原ショッピングセンター5階
082-535-8500（代表）

主 要 取 引 銀 行 三井住友銀行姫路支店 
みずほ銀行姫路支店

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社

決 算 期 2月20日（年1回）

基 準 日 2月20日 
その他必要ある時は、予め公告いたします。

定 時 株 主 総 会 5月（ただし20日までに開催いたします。）

株主名簿管理人 〒100-0005 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒541-8502 
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
0120-094-777（通話料無料）

代表取締役社長 岩本　 隆雄
常 務 取 締 役 井戸　 智文
常 務 取 締 役 久保田 智久
取 締 役 塩冶　 雅洋
取 締 役 下澤　 茂樹
取 締 役 林　　 洋次
取 締 役 渡辺　 哲久
取 締 役 島袋　 清春

イオン 株式会社 15,203千株

マックスバリュ西日本グループ社員持株会 693

丸魚水産 株式会社 652

株式会社 みやもと 509

宮本　一男 479

株式会社 コックス 424

山本　哲夫 367

新光商事 株式会社 361

加藤産業 株式会社 323

イオンフードサプライ株式会社 238 

株 主 数 11,781名

会社が発行する株式の総数 90,000千株

発 行 済 株 式 総 数 26,192,409株

会社概要

株価の推移

株主メモ

取締役および監査役

大株主

株式状況2012年2月20日現在

2012年2月20日現在

2012年5月15日現在

2012年2月20日現在

2012年2月20日現在

取 締 役 守岡　 幸三
取 締 役 坂野　 邦雄
取 締 役 三田　 幸視
監 査 役  岩橋　 哲郎 

監 査 役 山本　 哲夫 

監 査 役 田中　 啓兒
監 査 役 桑山　　 斉

2
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「株主様ご優待券」のご利用対象店舗が拡大しています

ご優待は保有株式数に応じて
2月20日の最終株主名簿に記載、または記録された100
株以上保有されている株主さまに、保有株式数に応じ
て、右記のとおり「株主様ご優待券」をお送りいたします。

1,000円以上のお買物から
1,000円ごとに100円券1枚がご使用できます。ご利用 
いただける1回のお買い上げ金額（1枚のレシート金額）
は、1,000円以上となります。

地域特産品への変換も
1,000株以上保有の株主さまには、ご希望により「株主
様ご優待券」か当社指定の地域特産品「揖保乃糸」のい
ずれかを、また、100株以上1,000株未満保有の株主さ
まには、「株主様ご優待券」か当社指定の地域特産品
「いかなごのくぎ煮」のいずれかをお選びいただけます。

決算期変更のお知らせ
当社の事業年度は、毎年2月21日から翌年2月20日までの1年間としておりましたが、当社の親会社でありますイオン株式会社の連
結決算及び経営情報開示の円滑化を図るため、事業年度を毎年3月1日から翌年2月末日までの1年間に変更することとしました。
同決算期変更に伴い、第31期事業年度は2012年2月21日から2013年２月28日までの12ヶ月と8日の変則決算といたします。

保有株式数 優待基準
100株～999株  50枚 （5,000円）

1,000株～1,999株  100枚 （10,000円）
2,000株以上  200枚 （20,000円）

株主優待

株主様ご優待券は全国20社が運営するイオン、マックスバリュ、ザ・
ビッグ、ウエルマート、ビブレ、スーパーセンター、メガマート、まいば
すけっとなどの直営店舗でご利用いただけます。株主優待制度の拡大
は、株主さまからの、イオングループ各店で「株主様ご優待券」を利用
したいとのご要望にお応えし、実施しています。

全国の
イオン

でも

使えま
す!
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マックスバリュ西日本に関する情報はホームページでご覧になれます。
お得なお買物情報からニュースリリース、環境保全・社会貢献活動までマックスバリュ西日
本のことがわかるホームページです。IR情報については、「会社情報/IR情報」にてご確認い
ただけます。ぜひ、お気軽にご利用ください。

http://www.maxvalu.co.jp 証券コード8287

この印刷物は、FSC®認証紙、植物油
100%のインキを使用しています。


