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ごあいさつ

 第2四半期累計期間の経営環境について

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。当第2四半期累計期間（中間期）の業績に
ついてご報告するにあたり、日ごろのご支援、ご鞭撻に 

心より厚く御礼申し上げます。
　当中間期における我が国の経済は、東日本大震災ならびに
福島第一原子力発電所の事故によって引き起こされた、 
電力不足、農畜産物の出荷規制、風評被害などから混迷を
来し、一時的な停滞を余儀なくされました。また、近年続い
ている雇用や所得情勢の厳しさは変わらず、消費者の購買
意欲も停滞傾向にあります。加えて、当社が属する小売業
界の競争は激化の一途であり、経営環境は一段と厳しさを
増しています。
　こうしたなか当社では、「お客さま第一」の視点から、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ました。

 競争力向上のために各部門で
 積極的な施策を実施

営業・商品面では、食を通じて地域のお客さまの健全で健康
な生活に貢献するために、鮮度や品質の向上と、安全、安心
な商品の提供に注力しました。前述の原子力発電所事故に
より、食品の安全性に対するお客さまの意識が今まで以上に
高まる傾向を受け、産地表示を正確に行うことはもちろん、
牛肉の県産地についても表示を行う取り組みを7月より実施
しております。また、お客さまの価格志向にお応えすべく、 
従前からの課題であるEDLP（エブリデー・ロー・プライス）の
実現に取り組みました。EDLP商品である「家計応援商品」や
「家計応援スペシャル商品」に加え、前年度より着手している
「強い単品」の商品開発、販売促進を強化。当中間期末時点で
累計25アイテムを開発し、売上高も順調に伸びております。
　コスト構造改革につきましては、店内作業を「やめる」 
「減らす」「やり方を変える」という視点で見直し、仕組みを

地域に根差し、地域とともに歩む
顧客満足業を目指して
一歩一歩前進してまいります。

代表取締役会長
藤本　昭

代表取締役社長
岩本 隆雄
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変えることで生産性の向上を図りました。
　店舗展開につきましては、当中間期中に、新業態である
マックスバリュグランド1店舗、マックスバリュ3店舗、ザ・
ビッグ2店舗の計6店舗を出店するとともに、前年度からの
課題であった既存店の活性化を8店舗で実施しました。

 厳しい経営環境のなか、増収増益を達成

これらの結果、当中間期の業績は、営業収益1,249億98百万円
（対前年同四半期比106.5%）、営業利益は、29億1百万円
（対前年同四半期比107.2％）、経常利益は30億21百万円
（対前年同四半期比107.2%）となり、増収増益を達成しま
した。なお、通期の見通しについては、営業収益2,570億円
（対前期比105.1％）、営業利益79億円（対前期比104.7％）、
経常利益80億円（対前期比103.6％）、また、当期純利益に
つきましては、資産除去債務による特別損失計上により、
32億円（対前期比90.5％）を予定しています。

　末尾のご報告となりましたが、当社は、本年10月上旬、
現在の兵庫県姫路市から広島県広島市へ、本社機能を移
転いたしました。これは、中四国エリアを軸とした店舗網強
化を見据えての移転であり、今後は同エリアでのドミナント
形成をより一層加速させていく所存です。
　当社は、今後も引き続き、お客さまの視点に立った改革
を実行し、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。

代表取締役会長

代表取締役社長

■ 新住所
 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 広島段原ショッピングセンター5階
■ 目的
  中四国エリアを新たな成長の源泉と 位置づけた営業力の強化

本社機能を広島へ
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マックスバリュ西日本の原点は、「お客さま第一」。訪れるお客
さまに、売場環境、サービス、商品、価格、接客など、あらゆる
面で満足してお買物を楽しんでいただける店舗づくりを目指し
ています。時代とともに刻一刻と変化するニーズを鋭敏に察知
しながら、お客さま視点での取り組みに力を注いでいます。

その答えを求めて、マックスバリュ西日本は、
さまざまな取り組みを進めています。

すぐそばにある スーパーマーケット

■当中間期出店状況
店舗名 所在地 開店日

 1.  マックスバリュグランド 
ロックシティ姫路 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・ビッグロックシティ 
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

■店舗数（2011年8月20日現在）
BIG SSM SM CSM 合計

兵庫エリア 50 32 3 85

岡山エリア 6 4 1 11

広島エリア 9 10 3 1 23

山口エリア 8 22 4 34

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 30 91 40 4 165

※  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）

地域に密着した店舗展開でお客さまの
ご要望にお応えしています。
マックスバリュ西日本では、それぞれの立地特性にふさわし
い形態を選択して出店する、地域密着型の店舗展開を進め
ています。当中間期は、新業態「マックスバリュグランド」の 

出店を皮切りに、マックスバリュ3店舗、ザ・ビッグ2店舗の 

計6店舗を開店しました。今後も多様化するお客さまの 

ニーズにお応えする店舗開発に取り組み、各県でのシェア
No.1を目指していきます。

ほしいのは どんな
スーパーマーケットですか
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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

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

お客さまの利便性向上のために
多様なサービスの導入を進めています。
毎日のお買物がより快適になり、お買物以外でも便利に、気
軽に使える。そんな、身近なサービスの導入に積極的に取り
組み、お客さまの利便性向上に努めています。

魅力的なサービスのある スーパーマーケット

 広がる電子マネーWAON

セルフレジの使い方がわからない・・・。
お客さまからのお問い合わせ、操作のお
手伝いなどには、必要に応じて従業員が
対応します。また、従来のレジと併設す
ることで、お客さまにレジを選択してもら
えるようにしています。

2011年8月、マックスバリュ西日本
と山口県萩市は、市の活性化と市
民サービスの向上に協働で取り組
むことを目的とした地域貢献連携
協定を結びました。その取り組み
の第一弾として「萩まちじゅう博物館WAON」を発行。 
ご利用いただいた金額の一部を、歴史ある萩の町づくり
に役立てていきます。
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生鮮食品をはじめ、加工食品
やお惣菜、日用品などを幅広く
そろえた、ワンストップショッピ

ングを実現する売場づくりで、地域のお客さまの衣食住
を支えています。また、約5,000品目にのぼるイオンのプ
ライベートブランド「トップバリュ」の拡販にも力を注いで
おり、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

 ほしいものが何でもそろう充実の品ぞろえ

よいものが手軽にいつでも、納得価格でそろう
お店づくりを推進しています。
お客さまに選ばれる店舗であるために、確かな品質の品々を
バリエーション豊富に、お手頃価格で取りそろえ、地域一番
店を目指した売場づくりを実践しています。

安さと品ぞろえが両立する スーパーマーケット

■生鮮食品
地元の農家から届く野菜・果物、近隣
の漁港から届く鮮魚類など、「地産地
消」や産地直送の取り組みにより、「お
いしさ」「鮮度」「安心・安全」にこだわっ
た品ぞろえを実現しています。

■プレミアムビール
麦芽100%の本格生ビール。プライベートブランドな
らではのスケールメリットを活かし、極上の品質にし
て158円（350ml）という低価格を実現しました。

■牛肉コロッケ
北海道産の男爵いもに
たっぷりの牛肉を加えた、
ホックホクのコロッケ。米
粉入りパン粉でカリカリの
食感に仕上げました。

お客さまに「より安心して」お買い求めいただけるよう、東日
本大震災以降、お問い合わせの多いトップバリュ商品の産
地情報をホームページ上で公開しています。

トップバリュのホームページでは
産地情報も掲載しています

http://www.topvalu.net/
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山口県萩市に初出店
「ザ・ビッグ エクストラ萩店」

2011年9月8日、山口県萩市内への初出店となる「ザ・
ビッグ エクストラ萩店」をオープンしました。JR萩駅
から程近く、県道32号線に面したアクセスの良い立地
で、ザ・ビッグ店舗の中でも最大級の売場面積を誇り
ます。食料品を中心に、生活雑貨、ペット用品など、
日常生活に欠かせない品々を地域一番の品ぞろえ、
かつ、毎日お買い得価格でお届けするとともに、見や
すく、選びやすく、わかりやすい売場構成で、お買物の
楽しみを提供できる店舗づくりに取り組んでいます。

萩駅

萩近鉄タクシー

ユーズボウル

ナフコ

椿西小 萩市民
体育館

萩市民病院

N

金谷神社

ザ・ビッグ
エクストラ萩店

■所在地 山口県萩市大字 
 椿字田村2283-1
■開店日 9月8日
■営業時間 9：00~21：00 
                    （年中無休）

安さと品ぞろえが両立する スーパーマーケット

「ザ・ビッグエクストラ萩店」では地域に溶け込む店づくり
を目指しており、外観には萩市の条例に基づいて、景観を
配慮した通常の店舗とは異なる色味を採用しています。

お客さまの価格志向にお応えするために、
マックスバリュ西日本では、エブリデー・ロー・
プライスを基本とする「ザ・ビッグ」の積極出
店を進めています。生鮮食品をはじめ、生活
雑貨、衣料品など、衣食住の人気商品を選定し、大量にご用意するこ
とで毎日のお買い得価格を実現しており、「買えば買うほど安さがわか
るお店」として、地域のお客さまに多大なご支持をいただいています。

 基本はEDLP（エブリデー・ロー・プライス）
 ザ・ビッグ業態の拡大

毎月第2日曜日は「ザ・ビッグデー」を
開催。売場の表示価格より5%割引し
ます。

毎週水曜・木曜日は恒例の「85円均
一祭」。野菜、果物、肉・魚、日配食品、
総菜など幅広くご用意しています。

毎月2 0日・3 0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。

おトクな
キャンペーン

■ヒートファクト
「薄くて、軽くて、温かい」が特徴の秋冬向け機能性ウエア。 
レディス、メンズ、キッズ、それぞれ幅広いラインナップです。
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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

快適なお買物環境を提供するために、笑顔、
心配り、おもてなしの心を常に意識しています。
「何度でも足を運びたくなる」フレンドリーなお店を目指して。
従業員一丸となっての、さまざまな取り組みのもと、接客技術
の向上、サービスのレベルアップに努めています。

お客さま満足のさらなる向上を
図る、人材育成の強化に取り組
んでいます。農産、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
けてもらうための「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教育体系を整えています。

教育制度のさらなる充実を目指して

すばらしい応対や模範行為をした
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

親切な従業員さんがいる スーパーマーケット

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
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マックスバリュ
王子店

あいさつ大作戦!

バックヤードの出入り口にポスターを提示
したり、立ち位置にテープを貼るなどして、
あいさつを意識できるよう工夫。また、朝礼
時の発生練習や従業員による店内放送を
通じて、声を出す訓練にも励んでいます。

マックスバリュ王子店では、地域で一番のお店になる
ため、お客さまに気持ち良くお買物をしていただける
よう、従業員全員であいさつ運動を展開しています。

マックス バリュ西日本ならではの
人 材 育 成 の 取り組 み は何ですか？

全従業員の約9割を占めるフレックス社員が
大活躍する「フレックス委員会」の活動です。

あいさつができている人と、そうでない
人に差があります。取り組みを継続して
いくことで習慣化し、誰もがあいさつを
して当たり前という店を作っていけるよ
う、これからもがんばります。

取り組みを始め
てから「買物をす
るのが 楽しく
なってきた」「レ
ジの方の接客態
度が良くなってきた」などお客さまからう
れしい言葉をいただきました。相乗効果
として、従業員同士のあいさつも増えて、
コミュニケーションがさらに図れるように
なりました。

取り組みの成果
フレックス委員会

活動発表会 優秀賞

「なぜあいさつができないのか」という問題
点を話し合ったうえで、あいさつを行うタイ
ミングを①店内に出る時 ②バックヤードへ
戻る時 ③通路ですれ違う時の3つに決め、
毎日自己チェックを行うようにしました。

フレックス社員の視点を店舗運営に活かす「フレックス委員会」を各店ごと
に設置し、自発的なテーマを決めて、積極的な活動を展開しています。 
また、同委員会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
発表会を定期的に開催。好事例を聞くことで他店従業員との連帯感を強
めるなどの成果を上げています。
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地域のこと、日本のこと、地球のことを考え、
豊かな生活を育む取り組みを行っています。
誰もが豊かに安心して暮らせること。そして、それが次世代ま
で続くことを願って。地域コミュニティの一員として、地域に
根ざすスーパーマーケットならではの、社会貢献・環境保全
活動を展開しています。

店舗の外にもシアワセが広がる
 スーパーマーケット

地域の安全を守ります！
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。また、地震などの災害
時に地域の皆さまのお役に立てるよう、各地方自治体と災害時
の支援を約束する防災協定の締結を各店で進めています。

 がんばろう日本！ 復興支援の取り組み

 食育活動

地域のお客さまの健康で豊かな食生活をサ
ポートする食育活動を推進しています。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。

東日本大震災からの一日も早い復旧・復興を願い、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」開催などの取り組みを行っています。被災された
方 と々被災地に対し、少しでも力添えができるよう、今後
もできる限りの支援を続けてまいります。

▼防犯訓練
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■調光センサー
レジゾーンの基本照明や夜
間店内環境補助照明に調光
センサーを導入することで、
照度を自動コントロールし 
ます。これにより、通常照明
と比較して、年間約35%の 
電力量削減が期待できます。

■壁面緑化
店舗壁面に植物を植樹することに
より、緑のカーテンを育成していま
す。環境に配慮した緑化によるCO2

削減を推進します。

■太陽光発電（ソーラーパネル）
太陽光を利用した発電により、店
舗での使用電力を削減します。店
舗内に設置したテレビモニターで、
お客さまに発電電力量や日射強
度、CO2排出抑制量などの状況を
ご覧いただけます。

 エコストアの取り組み

持続可能な社会の実現の一助を担う取り組みとして、マックスバリュ
西日本では、新店・改装店舗において、最新の創エネ、省エネシステム
の導入を図り、エコストアの拡大を進めています。

 環境フェスティバル開催「MSC認証」商品を発売

生産メーカー、販売者、再生者が、それぞ
れの立場から環境への取り組みを紹介
する「環境フェスティバル」を開催してい
ます。当中間期は、6月5日にマックス 

バリュ社店にて開催。多くのお客さまに
ご来場いただき、環境やリサイクルに 

ついての理解を深めていただきました。

限りある水産資源を守るため、適正に
管理され、持続可能であると認められ
た漁業に対して与えられる「MSC（海洋
管理協議会）認証」を取得した「海のエ
コラベル」付き水産物の販売を強化し
ています。

店舗の外にもシアワセが広がる
 スーパーマーケット

東日本大震災の影響に伴い、
3月12日より、各店舗にお
いて、可能な限りの節電
対策に取り組んでいま
す。あわせて、マックスバ
リュ、ザ・ビッグ計135店
舗へのLED照明導入を実
施しました。これにより、年間約
4.4%の電力量削減が期待できます。

東日本大震災に伴う節電対策

 店頭リサイクル活動

お客さまに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、ペットボトルを分別回収できるリ
サイクルボックスを店頭に設置してい
ます。回収したものはすべて業者に委
託して、再資源化を行っています。
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POINT

 資産
当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて4億24百万円
増加し、841億99百万円となりました。主な要因は、会計基準の変更による
資産除去費用の計上および新店等の出店に伴い、有形固定資産が13億81
百万円増加した一方で、流動資産では前期末が金融機関休業日であった
ために、現金及び預金が10億79百万円減少したことによるものです。

 負債
当第2四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて10億50百万円
増加し、469億11百万円となりました。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25億26百万円を計上した一方で、
設備関係支払手形が12億83百万円減少したことによるものです。

 純資産
当第2四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べて6億26百万円
減少し、372億87百万円となりました。主な要因は、配当金の支払によるも
のです。

 キャッシュ・フロー
当第2四半期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）の残高は、前事業年度末に比べて10億79百万円減少し、37億33百万
円となりました。

（予想）

純利益（単位：億円）
中間期 通期
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営業利益 中間期 通期
経常利益 中間期 通期

営業利益／経常利益（単位：億円）営業収益（単位：億円）
中間期 通期
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（予想）

財務ハイライト

当第2四半期累計期間
 2012年2月期

前第2四半期累計期間
 2011年2月期

売上高 122,111 114,712

営業収益 124,998 117,335

営業利益 2,901 2,706

経常利益 3,021 2,819

四半期純利益 567 1,403

1株当たり四半期純利益（円） 21.69 53.68

総資産 84,199 78,812

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。

（単位:百万円）
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当第2四半期
 2011年8月20日現在

前期
 2011年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 19,437 20,401
固定資産 64,761 63,372
　有形固定資産 48,142 46,761
　無形固定資産 794 833
　投資その他の資産 15,824 15,777
資産合計 84,199 83,774
（負債の部）
流動負債 36,054 36,960
固定負債 10,856 8,900
負債合計 46,911 45,860
（純資産の部）
資本金 1,667 1,667
資本剰余金 4,641 4,641
利益剰余金 29,150 29,498
自己株式 △50 △49
株主資本合計 35,409 35,758
評価換算差額等 1,804 2,098
新株予約権 73 57
純資産合計 37,287 37,913
負債純資産合計 84,199 83,774

当第2四半期累計期間
 自 2011年2月21日 
至 2011年8月20日

前第2四半期累計期間
 自 2010年2月21日 
至 2010年8月20日

売上高 122,111 114,712
売上原価 93,508 87,200
売上総利益 28,603 27,511
その他の営業収入 2,887 2,623
営業総利益 31,490 30,134
販売費及び一般管理費 28,588 27,428
営業利益 2,901 2,706
営業外収益 179 177
営業外費用 59 64
経常利益 3,021 2,819
特別利益 5 35
特別損失 1,701 286
税引前四半期純利益 1,325 2,567
法人税等 758 1,164
四半期純利益 567 1,403

当第2四半期累計期間
 自 2011年2月21日 
至 2011年8月20日

前第2四半期累計期間
 自 2010年2月21日 
至 2010年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,615 2,446
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,256 △3,798
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,438 △1,436
現金及び現金同等物の増減額 △1,079 △2,787
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四半期末残高 3,733 2,409

四半期貸借対照表 四半期損益計算書

四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位:百万円） （単位:百万円）

（単位:百万円）

■営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期累計期間に営業活動の結果獲得した資金は36億15百万円
（前年同四半期累計期間は24億46百万円の獲得）となりました。主な要因
は、税引前四半期純利益が13億25百万円、減価償却費25億57百万円およ
び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額12億46百万円を計上した
一方で、法人税等の支払額24億40百万円によるものです。

■投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期累計期間に投資活動の結果使用した資金は32億56百万円
（前年同四半期累計期間は37億98百万円の使用）となりました。主な要因
は、有形固定資産の取得による支出31億97百万円によるものです。

■財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期累計期間に財務活動の結果使用した資金は14億38百万円
（前年同四半期累計期間は14億36百万円の使用）となりました。主な要因
は、長期借入金の返済および配当金の支払によるものです。

2012年2月期 業績予想（通期）
営業収益 2,570億円 （前期比 105.1%）
営業利益 79億円 （前期比 104.7%）
経常利益 80億円 （前期比 103.6%）
当期純利益 32億円 （前期比 90.5%）
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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 165店舗
従 業 員 数 1,662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一丁目3-52 
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）

代表取締役会長 藤本　　 昭
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 下澤　 茂樹
取 締 役 渡辺　 哲久
取 締 役 林　　 洋次
取 締 役 野口　 和弘
取 締 役 大和　 保公

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 668

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

新光商事 株式会社 373

山本　哲夫 367

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 10,797名

会社が発行する株式の総数 90,000千株

発 行 済 株 式 総 数 26,192千株

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2011年8月20日現在

2011年8月20日現在

2011年8月20日現在

2011年8月20日現在

2011年8月20日現在

取 締 役 島袋　 清春
取 締 役 塩冶　 雅洋
取 締 役 坂野　 邦雄
取 締 役 三田　 幸視 

監 査 役 山崎 惣三郎
監 査 役 山本　 哲夫 

監 査 役 古原　 伸一
監 査 役 桑山　　 斉
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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。

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18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、FSCTM認証紙、植物
油100%のインキを使用しています。


