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ありがとう30年、
これから出会う笑顔のために



経営体制の強化、店舗のさらなる展開と活性化、
圧倒的強さを持った品ぞろえを推進し、

「第二の創業の年」にふさわしい変革を遂げていきます。

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２四半期における日本経済は、
東日本大震災の復興需要に陰りが見
え始め、個人消費は、耐久財消費が順
調に増加したものの、食品など非耐久
財消費は減少に転じ、全体に低調に推
移しました。当社の営業エリアである
兵庫・中四国地域の景況は、四国地域
を除き足踏み状態であり、当社業績に
もその影響が表れました。食品スー
パーマーケット業界においても、消費
者の購買意欲は生活防衛意識の高ま
りにより慎重さを増し、加えてドラッグ
ストアやコンビニエンスストア等との競
争は熾烈さを増しています。
　当社はこのような中、創業30周年を
迎え、原点である「すべてはお客さまの
ために」に基づき、さらなる収益基盤の
拡大、ローコスト経営の実現に努めま
した。
　商品面においては、お客さまの価格
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経営体制の強化、店舗のさらなる展開と活性化、
圧倒的強さを持った品ぞろえを推進し、

「第二の創業の年」にふさわしい変革を遂げていきます。

志向にお応えするために、「30周年記
念」商品及び「トップバリュ」商品の拡
販に注力しました。「トップバリュ」につ
いては、毎月第一週に開催している

「トップバリュ週間」での販売強化、取
扱品目の拡大等により、売上高構成比
は13.0％（前年同期比3.3％ポイント
増）となりました。
　店舗展開においては、既存店への活
性化投資を11店舗で実施し、特に生
鮮食品の販売再強化に取り組みまし
た。農産品に強みを持つグループ会社
の手法を導入し、「旬」や「鮮度感」のあ
る魅力的な農産品売場を実現するとと
もに、同手法の生鮮売場全体への水
平展開を実施し、鮮魚売場の充実など
に取り組みました。加えて、新たに８店
舗において医薬品の販売を開始し、日
常品部門の強化を推進しました。
　また、社会の朝型の生活様式へのシ
フトといった環境変化を踏まえ、6月1
日から165店舗(24時間営業店を含
む）において「７時開店」を実施してい
ます。
　これらの取り組みによって、全店売
上高は前年同期比102.0％の増収と
なりましたが、既存店売上高は、客数
の減少等によって同98.5％という厳し
い結果となりました。

　一方、照明のLED化などの経費削
減に取り組みましたが、営業拡大によ
る人件費の増加及びポイント企画拡
大による販売促進費の増加によって、
販売費及び一般管理費は前年同期比
103.8％となり、営業利益の圧迫要因
となりました。
　これらの結果、当第２四半期の業績
は、営業収益1,274億5百万円（前年
同 期 比 101 . 9％）、営 業 利 益 24
億３百万円（同82.8％）、経常利益25
億16百万円（同83.3％）の増収減益と
なりました。四半期純利益は、前年同
期に資産除去債務に関する会計基準
の適用に伴う特別損失を計上したた
め、前年同期比171.2％の9億71百万
円となりました。
　以上のように、当第2四半期の経営
状況は厳しいものとなりましたが、当
社は2012年度を“第二の創業の年”と
位置づけ、これまでの概念にとらわれ
ることなく、積極果敢なチャレンジを
実行してまいります。
　当期には、新規出店７店舗を予定
していますが、さらに今後3年間で30
店舗の出店を目指すとともに、中国へ
の進出を迅速に進めてまいります。ま
た、より利便性の高いサービスの実
現を目指し、御用聞き宅配便のさら

なる展開やネットスーパー事業の開
始などに取り組み、地域のお客さま
に 広くご 支 持 い ただ ける「西 日 本
No.1のスーパーマーケットチェーン」
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。
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※  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8月20日現在）

BIG SSM SM CSM 合計
兵庫エリア 52 31 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 3 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 32 93 38 4 167

業態を超えた競争が増す中、マックスバリュ西日本は今後3年間で
30店舗の出店を計画しています。「お客さま第一」の姿勢を基に、店
舗ネットワークの強化を図りながら出店ペースを加速していきます。

厳しい競争に勝ち抜くために
積極的な出店と改装を推進してい ます。

よりお買物しやすいお店を目指して
マックスバリュ西日本の店舗展開は地域密着型。地域特性に合
わせた店舗形態を選択して出店を実施し、お客さまのご要望に
お応えすることで競合店との差別化を図っています。当上期は

「マックスバリュ古坂店」（兵庫県加西市）をスクラップ・アンド・
ビルドにより新店オープンしたのに続き、下期には「ザ・ビッグ和
気店」（岡山県岡山市）の業態転換による新店オープンを皮切りに
６店舗の新店オープンを予定しています。また、よりお買い物し
やすいお店を目指して既存店の活性化にも力を注いでおり、下
期においても数店舗の改装を計画しています。
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？
中国子会社の設立を決定

マックスバリュ西日本は、2013年春の中国1号店出
店に向け、着々と準備を進めています。出店エリアで
ある山東省青島市に現地事務所を開設したのに続
き、同市に現地法人「永旺美思佰楽（青島）商業有限
公司」の設立を決定し、2012年中の設立を目指して
現地関連当局への申請を行いました。
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生活に密着した
売場づくりの推進
当上期は既存店への活性化投資を11店舗で実施し、地域に
おけるシェアの拡大を図りました。商圏特性に応じた品ぞろえ
や売場レイアウトへの変更、お買物がしやすい陳列什器の設
置など、お客さま視点での売場改革を進めるとともに、地域
のお客さまから「日常品であてにされる店」を目指し、医薬品
や生活雑貨などのノンフーズ売場の導入を推進。また、急速
に拡大するシニア市場に対応するために、健康志向商品や介

護用品の品ぞろえ拡充に取
り組み、加えて店内休憩ス
ペースを設けるなど、年配の
方が快適にお買物ができる
環境整備にも尽力しました。

「イオン快夏宣言」165店舗で展開
マックスバリュ西日本は、本年6月1日より、電力使用量を抑え
ながら快適に過ごすライフスタイルのご提案として「イオンの快
夏宣言」をマックスバリュ、ザ･ビッグ、ウエルマートの合計165
店舗（24時間営業店を含む）で展開しました。早朝型ライフスタ
イルへの関心の高まりと日中の電力不足の懸念に対応し、朝7
時からの営業を実施。各店で7〜9時のお買い得品を強化する
とともに、7〜9時までの間にレジにて精算後にお買物値引き券
のプレゼント、ご来店スタンプ押印など、早朝にご来店いただく
きっかけになるような魅力的な企画を盛り込み、節電と集客
アップを同時に実現しました。

昔ながらの御用聞きスタイルでご希望の品をご希望の日時にお届け
マックスバリュのくらし便

マックスバリュ西日本では、御用聞き宅配「マックスバリュくらし便」を展開していま
す。専任の担当スタッフがご自宅へ伺って注文を承り、お客さまの希望の日・時間帯に
宅配スタッフが商品をお届けします。食品から日用品まで重い荷物も自宅への即日配
達が可能で、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からもご好評をいただいています。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きます。
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30周年記念企画商品は約300品目に
当上期は、従来から取り組んでいるＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・
プライス）の一環として、創業30周年にちなんでの「30周年記念
商品」の拡販に注力しました。生鮮食品をはじめ、パン・菓子類、
飲料品、生活雑貨などのノンフーズ商品など、人気商品を30％
増量や30周年記念仕様など「30」をキーワードとしてお買い得
価格でご提供しており、取扱品目数は約300品目にのぼります。
各種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。

季節に合わせた品ぞろえなどトップバリュの拡販に注力
「トップバリュ」は1994年の誕生以来、品質、安全、価格にこ
だわった品々を提供し、お客さまの衣食住を支えています。当
上期は、トップバリュ商品のさらなる拡販に取り組み、ひなま
つり、新生活準備、避暑対策など季節に合わせた商品の品ぞろ
えを拡充しました。また、毎月月初めに開催している「トップバ
リュ週間」では、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。これらの取り組
みの結果、売上構成比率は順調に拡大しました。

創業30周年にちなんだ「30周年記念商品」は、生鮮食品をはじめ、パ
ン・菓子類、飲料品、生活雑貨などのノンフーズ商品など、約300品
目をご提供。

人気商品を、おいしさと安全、安心、価格にこだわってご提供。さらに
毎月1〜7日はトップバリュ週間として、期間限定のお試し価格でご提
供しています。

商 品

創業30周年記念商品の販売やトップバリュの拡充、さらには、生鮮
食品からノンフーズ商品まで、各カテゴリーで品ぞろえと安さの両立
を推し進め、充実のワンストップショッピングをご提供しています。

あらゆる商品で、エブリデー・ロー ・プライスの
実現に取り組んでいます。
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新鮮！便利！ 地域に密着した生鮮食品の充実
マックスバリュ西日本では、スーパーマーケットの基本である
食にこだわり、お客さまの日々の食卓に欠かせない生鮮食品
の販売の再強化に取り組んでいます。地元漁港直送による鮮
魚や近隣農家から届く野菜や果物をはじめ、旬や鮮度感の訴
求力を高めた品ぞろえで魅力ある売場づくりに取り組むとと
もに、産地直送を中心とした仕入経路の開発にも力を注いで
います。

生活応援！ 生活必需品300品目ドッと値下げ
お客さまの節約志向が高まる中、マックスバリュ西日本は、本
年6月28日よりマックスバリュ、ウエルマートの各店舗にて、生
活必需品300品目の値下げを実施しました。昨今の円高メリッ
トに加え、イオングループのグローバルな商品調達力や物流網
などのインフラを最大限に活かすことにより、ワインやウィス
キーからペットボトル飲料、菓子・ヨーグルト等の食品、洗剤な
ど生活に欠かせないアイテムまで価値ある商品をお買い得価格
でご提供し、お客さまのくらしを応援しています。

グループ兄弟会社とのコラボレーションによる青果コーナーの開設

マックスバリュ西日本は、新しい試みとしてイオングループ内の兄弟会社の持つ農産
部門への強みを当社へ導入し、同部門の強化を図っています。当上期は、「マックス 
バリュグランド・イオンタウン姫路店」（兵庫県姫路市）、「マックスバリュ城の西店」 

（兵庫県姫路市）にて、その売場づくりのノウハウを受け継いだ青果コーナーを開設し
ました。スタート直後よりお客さまに大変ご好評をいただくとともに、農産品が牽引
役となって、店舗全体の売上が大変好調に推移しています。今後はこの取り組みを 
全店に水平展開させ、マックスバリュ西日本の武器の一つとして育てていく計画です。

あらゆる商品で、エブリデー・ロー ・プライスの
実現に取り組んでいます。
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より明るく、親しみやすく、お客さまのご要望にいつでもしっかりとお
応えできるお店を目指して。従業員一人ひとりが常に進化する気持ち
を持ち、接客サービスのレベルアップに取り組んでいます。

すべてはお客さまのために
笑顔と行動で、自らを、会社を変え ていきます。

３０周年記念「はじける笑顔プロジェクト」
創業30周年を記念して、『あいさつで「自分」を、「店」を、「会
社」を変えよう！』を合言葉に、「はじける笑顔プロジェクト」を
立ち上げ、全社をあげてあいさつに取り組んでいます。店舗ご
とにスマイルリーダーを選び、店内の巡回チェック、発声練習、
バックルーム内のポスター提示など、お客さまから選んでいた
だける笑顔のお店を目指してのスマイル活動を展開。また、従
業員同士でも積極的なコミュニケーションを図り、笑顔と活気
があふれる職場づくりに努めています。

ザ・ビッグ安古市店 マックスバリュ今治阿方店ザ・ビッグ五日市店 マックスバリュ西風新都店

従業員

店長おすすめ従業員さん
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すべてはお客さまのために
笑顔と行動で、自らを、会社を変え ていきます。

｢フレックス委員会」の取り組み
全従業員の約9割を占めるフレックス社員の視点を店舗運営
に活かすべく、各店ごとに「フレックス委員会」を設置し、自発
的にテーマを決めて改革・改善に取り組むなど積極的な活動
を展開しています。その活動報告や情報交換場として同委員
会の活動報告会や活動発表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の従業員との連
帯感を強めるといった成果を上げています。

ミステリーショッパー審査

他にもこんな活動しています！

30周年企画「はじける笑顔プロジェクト」の発足に際して、その活動を公正に評価する「ミス
テリーショッパー」を導入しました。あいさつ、サービスに関して、覆面調査員が各店の審査
を行い、調査員から「お客さま」としてお店で感じたことを率直に報告いただきました。審査ラ
ンキングを発表するとともに、審査結果の詳細を各店舗にフィードバック。この結果をもとに、
従業員一人ひとりの気づきを促し、さらなる接客技術の向上につなげていきます。全166店
舗中、最も評価が高かったのは「マックスバリュ観音寺駅南店」(香川県観音寺市)です。2位に

「ザ・ビッグ倉敷店」（岡山県倉敷市）、マックスバリュ大久保店(兵庫県明石市)と続きました。

▶｢あなたはすばらしい人だ」カード
すばらしい応対や模範行為した人に
メッセージを贈る、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。

▶ひまわり運動
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。

▶ハッピーレター運動
お客さまに喜ばれたことを全従業員へ
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
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。

▶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、選抜された従業員が
レジ 精 算と接 客 技 術 を 競 い 合う、
チェッカーコンクールを定期的に開催
しています。
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マックスバリュ西日本では、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・環境保全活動に 
取り組んでいます。

節電「ライトダウンジャパン2012」への参加
環境保全活動の取り組みとして、環境省が地球温暖化防止、
CO２削減のため、ライトアップ施設や家庭の電気の消灯を呼び
かける「ライトダウンジャパン2012」に参加しました。同キャン
ペーンは2003年から実施されている活動で、マックスバリュ西
日本の参加は今年で8年目となります。1年で一番夜の短い夏
至の日である6月21日と、2008年開催の北海道洞爺湖サミッ
トで「クールアース・デー」に設定された7月7日の2日間、全店
舗で店頭入口上の屋上看板付近の消灯を行いました。

30周年記念企画
姫路市クリーン活動を実施
イオングループでは、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、創業30周年企画の取り組みの一環として、
本年６月８日に姫路市クリーン活動を実施しました。姫路市は
マックスバリュ西日本の創業の地。30周年の節目に当たって
今一度原点に返る気持ちを持ち、地域の皆さまへの感謝を込
めて、大規模な清掃活動を行いました。

社会貢献
地域とともに、お客さまとともに
一人ひとりができることから。
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？
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兵庫県、徳島県との「包括連携協定」を締結
イオンは全国各地の地域行政と包括連携協定の締結を進めて
おり、「青少年の健全育成」「地域の安全・安心」「子育て支援・
家庭支援」「高齢者・障害者支援」「県産品の拡販」「環境問
題」、そして電子マネー「地域ＷＡＯＮカード」の発行を活用し
た商業、観光の振興など、地域の防災、福祉、環境保全などの
さまざまな分野で地域とイオンが協力し、地域経済の活性化
と生活サービスの向上に貢献しています。マックスバリュ西日
本では、2012年2月に兵庫県と包括連携協定を締結したのに
続き、同年6月には徳島県との包括連携協定を締結しました。
これにより現在7県2市（香川県、山口県、広島県、愛媛県、岡
山県、兵庫県、徳島県、倉敷市、萩市）との協定締結が完了し
ています。

お買物を通じて地域に貢献するご当地ＷＡＯＮ

地域とともに、お客さまとともに
一人ひとりができることから。

他にもこんな活動しています！
▶食育活動 
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」
をはじめ、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。

▶駆け込み110当番
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、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。

▶レジ袋削減への取り組み
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おり、
お客さまにはお買い物袋持参をお願い
しています。

▶植樹活動
地域が緑豊かな環境に育つことを願
い、新店のオープンに際して、地域の皆
さまとともに店舗周辺に植樹を行う

「イオンふるさとの森づくり」の活動を
継続しています。

ご利用金額に応じてポイントがたまる、便利でお得な電子マネーのカード、WAON。そのう
ち地域振興を目的として発行される「ご当地WAON」は寄付金付きとなっており、全国どこ
でご利用いただいても､ 利用金額の「0.1％」を地域活性化に役立てられる仕組みです。マッ
クスバリュ西日本の地域では、「広島県・子育てイクちゃんWAON」「Hiroshima平和祈念
WAON」「兵庫コウノトリWAON」「姫路城WAON」「おいでませ山口WAON」、「萩まちじゅ
う博物館WAON」「おかやま・子ども元気WAON」「めくりめくる倉敷WAON」「愛顔（えが
お）のえひめWAON」「にぎわい徳島WAON」と、現在10枚のカードが発行されています。



▶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
4億98百万円減少し、812億
26百万円となりました。主な要
因は、減価償却費等の計上によ
る有形固定資産の減少10億75
百万円、及び投資有価証券評価
差額等による投資その他の資産
の増加6億14百万円によるもの
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
12億70百万円減少し、419億
92百万円となりました。
 主な要因は、設備支払手形の
減少7億33百万円及び長期借
入金の返済5億14百万円による
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
7億72百万円増加し、392億
33百万円となりました。主な要
因は、その他有価証券評価差額
金の計上6億97百万円によるも
のです。

▶キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間末におけ
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1億98百万円
減少し、29億44百万円となり
ました。

純利益（単位：億円）
中間期 通期

（予想）
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財務ハイライト

当第2四半期累計期間
 2013年2月期

前第2四半期累計期間
 2012年2月期

売上高 124,502 122,111
営業収益 127,405 124,998
営業利益 2,403 2,901
経常利益 2,516 3,021
四半期純利益 971 567
1株当たり四半期純利益（円） 37.14 21.69
総資産 81,226 84,199

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）

POINT
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当第2四半期
 2012年8月20日現在

前事業年度
�2012年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 17,894 17,883
固定資産 63,331 63,840
　有形固定資産 45,919 46,995
　無形固定資産 702 750
　投資その他の資産 16,709 16,094
資産合計 81,226 81,724

（負債の部）
流動負債 32,053 32,815
固定負債 9,939 10,447
負債合計 41,992 43,263

（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 30,107 30,051
自己株式 △50 △50
株主資本合計 36,365 36,310
評価換算差額等 2,775 2,077
新株予約権 92 73
純資産合計 39,233 38,461
負債純資産合計 81,226 81,724

四半期貸借対照表 （単位:百万円）
当第2四半期累計期間
 自 2012年2月21日 
至 2012年8月20日

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

売上高 124,502 122,111
売上原価 95,333 93,508
売上総利益 29,168 28,603
その他の営業収入 2,903 2,887
営業総利益 32,072 31,490
販売費及び一般管理費 29,668 28,588
営業利益 2,403 2,901
営業外収益 177 179
営業外費用 64 59
経常利益 2,516 3,021
特別利益 － 5
特別損失 635 1,701
税引前四半期純利益 1,881 1,325
法人税等  909 758
四半期純利益 971 567

四半期損益計算書 （単位:百万円）

当第2四半期累計期間
 自 2012年2月21日 
至 2012年8月20日

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,560 3,615
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,318 △3,256
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,440 △1,438
現金及び現金同等物の増減額 △198 △1,079
現金及び現金同等物の期首残高 3,143 4,813
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,944 3,733

四半期キャッシュ・フロー計算書 （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35
億60百万円（前年同四半期累
計期間は36億15百万円の獲
得）となりました。主な要因は、
減価償却費の計上25億48百万
円、減損損失の計上5億8百万
円及び仕入債務の増加4億95
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23
億18百万円（前年同四半期累
計期間は32億56百万円の使
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24億80百万円及び有形固定
資産の売却による収入1億71
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
40百万円（前年同四半期累計
期間は14億38百万円の使用）
となりました。主な要因は、配当
金の支払額9億16百万円及び
長期借入金の返済による支出5
億12百万円によるものです。

2013年2月期 
業績予想（通期）
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
※�2013年２月期は12ヶ月と８日の変則決
算となるため、通期の対前期増減率につ
いては記載しておりません。
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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 167店舗
従 業 員 数 1,698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 三井住友銀行広島支店�
みずほ銀行広島支店

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）

株 主 数 11,385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

株式状況2012年8月20日現在

2012年8月20日現在

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 729

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 360

加藤産業 株式会社 323

イオンフードサプライ株式会社 238 

大株主 2012年8月20日現在

2012年8月20日現在

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

取締役および監査役 2012年8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
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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、FSCＲ認証紙、植物油
100%のインキを使用しています。


