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“Change！”を合言葉に、
全社を挙げて収益体質の強化に
取組んでいきます。

株主、投資家の皆さまには、日頃より格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。

2013年度の業績

2013年度におけるわが国の経済は、政府による新
たな成長戦略を受けて景気回復への明るい兆しが
見え始め、当社が基盤とする中四国地方や近畿地方
においても、経済全体としては緩やかな回復傾向に
あります。
　スーパーマーケット業界においては、コンビニエン
スストアやドラッグストア、さらにはネット販売など異
業種とのシェア争いが激化しており、依然として厳
しい経営環境が続きました。
　このような中、当社は、『お客さま視点で「自ら考
え」そして「自ら実行する」組織風土へ』をスローガン
に掲げ収益改善に取り組みました。成長戦略の一環
でもある出店については、国内で新規8店舗、国外
では中国山東省に1号店となる「万邦中心店」を出店
するとともに、既存店の活性化投資を61店舗におい
て実施しました。コスト面では、イオングループのス
ケールメリットを活用した共同販促へのシフトなど販

売促進費の効率化を図るととも
に、店舗維持費などの経費削減に
取り組みました。
　この結果、売上高は新規出店、
活性化店舗の伸びなどにより、前

期比約9億円増加（前期個別ベースと比較）して
2,592億2百万円となりました。しかしながら、販売
費及び一般管理費の伸び率が営業総利益の伸び率

厳しい経営環境下において
増収を達成したものの
減益となりました。
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業績と計画
2012年度実績（個別） 2013年度実績（連結） 2014年度計画（連結）

営業収益 2,642億円 2,651億円 2,750億円
営業利益 55億円 41億円 46億円
出店数 ７店舗 9店舗（うち中国1店舗） 7店舗以上（うち中国1店舗）
活性化店舗数 13店舗 61店舗 60店舗以上

を上回ったため、営業利益は41億9百万円、経常利
益は42億96百万円の減益となりました。また当期
純利益は、店舗関連の減損損失および固定資産除
売却損などを特別損失として11億10百万円を計上
したことにより、16億74百万円となりました。
　配当につきましては、前期と同じく期末配当35円
とさせていただきます。

当社の課題と今後の重点施策

当社における営業利益率はここ数年低調に推移し
ており、いかに収益構造を変えていくかが、最重要

課題であると認識していま
す。そのために2014年度に
おいては改革・改善にスピー
ディーに取組み、低迷する利
益体質からの脱却を図ってい

きます。そして、その成果を検証・ブラッシュアップ
し、2015年度、2016年度の継続的成長につなげ、
2016年度には過去最高益（個別）を達成することを
中期の計画としています。2014年度はこの目標達
成のための重要な年度として位置づけ、全社を挙げ
て以下の取組みを実行していきます。

　まず、「売上拡大」に向けた施策については、
1. 「WAON※1」利用率向上への取組み
2.   マックスバリュとザ・ビッグの「共同仕入れ」による

低価格商品の実現
3. 生鮮本来の強みを強化
4. 当社オリジナル商品の開発力強化
5. マックスバリュカフェの拡大
を重点施策とし、当社ならびにイオングループの強み
を活かして競合他社との差別化を図っていきます。
　続いて、利益の拡大を目指すため
1. トップバリュ商品の構成比のアップ
2. 廃棄ロスなどロス率の削減
3. 「在庫コントロールグループ」の設置
に重点施策として取り組みます。イオンのプライ
ベートブランド「トップバリュ」を、収益構造を変える
武器のひとつとしてとらえ、トップバリュ売上構成 
比を現状の13%から18%まで高め、利益率の改善
を図ります。また、営業本部の中に新たに「スーパー
バイザー※2（SV）部」を設置し、SV主導による発注
指導や作業効率の改善など、安定した商品管理を
行うことでロス率（廃棄等）を減らし、利益確保につ
なげていきます。さらに、在庫管理を行う専属組織

「在庫コントロールグループ」を配置し、商品回転率

中期の目標として、
2016年度過去最高益の
達成を目指します。

※1 イオングループの電子マネー
※2   複数店舗を担当し、売場づくりや発注、コスト管理などの指導を行う。
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を高めていきます。
　3つ目の課題は「経費構造の見直し」による利益拡
大です。そのために
1. 「スーパーバイザー」配置による生産性向上
2. LED基本照明の導入店舗拡大
3. ローコストモデルの構築
に取り組んでいきます。先に述べたSVによる店舗で
の生産性向上を図るとともに、電気料金の上昇によ
る利益の圧迫に対応するため、基本照明のLED化を
推進し、経費削減に取り組んでいきます。さらにロー
コストモデル店舗の構築に向けてプロジェクトチー
ムを組成し、店舗運営の低コスト化に取り組んでい
きます。

2014年度の取組み

以上のような方針にもとづき、当社では2014年度
における取組みをスピーディーに展開していきます。
　成長戦略である新規出店については、今期国内6
店舗の出店を計画しています。マックスバリュについ

ては、広島エリアでの売上
シェア拡大を図るため、広
島市内に3店舗を予定して
います。ザ・ビッグは2012
年の氷上店に続き、篠山市

に兵庫県下2号店を出店し、北兵庫エリアへの店舗
網拡大を図っていきます。また、山口と徳島にもそれ
ぞれ1店舗を出店し、当該エリアでの売上シェア拡
大に繋げていきます。
　また、中国においては2号店を2014年の3月に出

店しました。中国子会社の組織体制も見直し、中国
事業の強化に取り組んでいきます。
　既存店舗については、今期60店舗の活性化（リ
ニューアル）投資を行う予定です。また、前期から導
入したマックスバリュカフェについては2013年度末
の33店舗から、2014年度は71店舗に拡大してい
きます。
　商品面では、生鮮部門の強化のため地場市場へ
の仕入れ担当を増員し、仕入れルートの拡大を図る
とともに、新たに大阪市場へも仕入れ担当を配置
し、阪神、兵庫エリアへの商品供給を行います。同時
に生産者との直取引の拡大を図り、鮮度の向上を実
現していきます。また、デリカ部門ではニーズの多様
化に対応するため専属の商品開発部員を配置し、コ
ンビニエンスストアにも負けない商品力を実現して
いきます。
　基本照明のLED化については、今期は約30店舗に
導入していきます。また、ローコストモデル店舗につい
てもスピーディーに開発に取り組んでいきます。
　このような取組みにより、2014年度の業績は、営
業収益2,750億円（前期比+3.7%）、営業利益46億
円（前期比+11.9%）、当期純利益18億円（前期比
+7.5%）を計画しています。その達成のために、全社
を挙げてさらなる取組みを行ってまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、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

今後の継続的な成長をめざし、
あらゆる面での変革に
取り組んでいきます。
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1.  低迷する利益体質からの脱却を図り、回復への実感を持てる年
にすること。

2.  改革・改善の取組みを実行することが、2015年・2016年の継続
的成長につながること。

2014年度の位置付け

1.  商品改革を基軸とした営業力の強化
2.  利益率の改善に向けた抜本的改革
3.  オペレーションコスト等、店舗の効率化によるローコスト経営の

徹底

2014年度の重点課題

１．「WAON」利用率向上への
取組み

２．「共同仕入れ」による単品訴
求力強化

３． 生鮮本来の強みを強化
４． 商品開発力強化
５． マックスバリュカフェの拡大

1．「スーパーバイザー」配置に
よる生産性向上

2． LED基本照明の導入店舗 
拡大

3． ローコストモデルの構築

１．「トップバリュ」構成比アッ 
プへ

２． 廃棄ロスなどロス率の削減
3．「在庫コントロールグルー 

プ」の設置

差別化による
売上拡大

利益構造の
見直しによる�
利益拡大

経費構造の
見直しによる�
利益拡大



9店舗の新規出店と61店舗の活性化を実施
マックスバリュ西日本では、それぞれの地域にふさわしい店舗業
態を選択したうえでの新規出店と、お客さまニーズを第一に考え
た既存店の活性化投資を成長戦略に掲げています。当期におい
ても地域特性に合わせた出店を着々と進め、愛媛県に3店舗、兵
庫県に2店舗、山口県に1店舗、広島県に2店舗を、さらに中国に
1店舗を開店。店舗総数は177店舗となりました（2014年2月28
日現在）。また活性化投資については、61店舗で実施しました。
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2013年11月、「イオン安岡
店」をリニューアルし、「ザ・
ビッグ安岡店」（山口県下関
市）をオープンしました。

0

120

90

60

30

150

180

2011年
2月期

2012年
2月期

2013年
2月期

2014年
2月期

期末店舗数（2014年2月28日現在）当期出店状況（2014年2月28日現在）

開店日 店舗名 所在地

上
　
期

4月5日 マックスバリュ西条大町店 愛媛県西条市
6月13日 マックスバリュエクスプレス草津南店 広島県広島市
7月25日 マックスバリュ久万ノ台店 愛媛県松山市
8月2日 マックスバリュ書写店 兵庫県姫路市
8月2日 マックスバリュ万邦中心店 中国山東省

下
　
期

9月20日 マックスバリュ網干南店 兵庫県姫路市
11月1日 マックスバリュ西条神拝店 愛媛県西条市
11月14日 ザ・ビッグ安岡店 山口県下関市
12月10日 マックスバリュ石内店 広島県広島市

BIG SSM SM CSM 合計

兵庫エリア 1 54 30 3 88
岡山エリア 8 3 11
広島エリア 9 12 5 1 27
山口エリア 10 22 3 35
徳島エリア 2 2
香川エリア 4 2 6
愛媛エリア 1 5 1 7
国外（中国） 1 1

合　計 35 99 39 4 177
※  BIG（ザ・ビッグ業態）、SSM（売場面積2,000m2規模）、SM（売場面積1,000m2規模）、 

CSM（売場面積500m2規模）

地域一番の品揃えとお買い
得価格でお客さまのニーズ
にお応えしています。人気の高い商品を大量に陳列。

店舗展開

継続的な新店舗の出店と既存店の活性化による競争力の強化。

店舗数の推移（店）



競争店に打ち勝つ既存店活性化（リニューアル）に注力
競争店に打ち勝ち、変化するお客さま志向にお応えできる店舗
を目指して、マックスバリュ西日本では、引き続き新規出店を進
めるとともに、既存店活性化を軸とした店舗展開を、より一層強
化していきます。
　2014年度は6店舗の新規出店を計画しており、マックスバ
リュ業態では広島県を中心にドミナント化の加速を、ザ・ビッグ業
態では北兵庫エリア、山口・四国エリアの店舗数拡大を、それぞ
れ進めていく計画です。また、個店単位の競争力強化を目指し、
姫路、加古川エリアを中心に60店舗の活性化投資を実施予定で

す。新たな取り組みとして新店・活性化推進部を設置し、競争相
手を徹底的に分析したうえで店舗商圏特性に応じた個々の対策
を導入するなど、お客さまに支持されるための魅力的な店舗づく
りを進めていきます。
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３月1日、中国第2号店が開店！
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2014年3月1日、中国山東省青島市に中国2号店となる「マックスバ
リュ青島中心広場店」が開店しました。行政機関や金融機関、オフィス、
マンション、ホテルが立ち並ぶエリアに立地する商業施設の核店舗と
なっており、充実した品揃えで地域のお客さまの食生活を支えることは
もちろん、オフィスで働く方々の昼食ニーズ、ホテルに宿泊するお客さ
まのコンビニエンスストア的なニーズを満たす商品、サービスを充実さ
せているのが特徴です。

ご存知
でしたか

？

2014年度重点施策活性化店舗数の推移（店）

新店舗の戦略的展開

既存店舗の活性化推進

ザ・ビッグの利益改善

ローコスト店舗モデルの構築

コスト削減の一施策として既存
店へ基本照明のLED化を進め
ています。

マックスバリュ西条大町店
（愛媛県西条市：２０１３年４月オープン）



多様化するお客さまニーズにきめ細やかに対応
「おいしいものを少量だけ食べたい」というお客さま志向に対応
して、味、品質、旬にこだわった品揃えに取り組みました。さらに

「調理時間を短縮したい」「食事をつくらない」などのお客さま
ニーズにお応えするために、カット野菜、ファストフィッシュ※1など
の半調理品、レディトゥイート商品※2、食べきりサイズ商品の品揃

え拡大を図りました。
　非食品部門では、お客さまの利便性をより高めることを目的
に、医薬品取り扱い店舗を７店舗増やし、合計で35店舗（2014
年2月末）となりました。
※1 ファストフィッシュ ： 手軽に、気楽においしく、水産物を食べること及びそれを可能にする

商品や食べ方のこと
※2 レディトゥイート ：弁当、寿司、サラダ、パンなど「そのまますぐに食べられる」商品
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2013年8月より導入を開始
したマックスバリュカフェは、
33店舗に拡大しています。

（2014年2月28日現在）

商品展開

お客さまから支持される付加価値の高い商品とサービスの充実へ。

トップバリュ売上構成比（%）

トップバリュ セレクト
トップバリュ 

ベストプライス



差別化による売り上げ拡大と荒利構造の見直し
2014年度は、食品スーパーの核である生鮮食品を今一度見直
し、地場商品の仕入れ拡大、直取引の増加による品質、鮮度の向
上に取り組みます。また、惣菜や弁当、寿司などの商品群では、お
客さまニーズを的確に捉えた商品開発を行うことで差別化を促
します。従来からの取組みである「トップバリュ」の拡販について
は、売上構成比18%を目標に、さらなる品目数拡大を進めます。
加えて「マックスバリュカフェ」の拡大、WAONの利用率促進の
ための仕掛けづくりなどにも着手します。
　価格志向の高まりや原料高騰等による荒利益率低下に対応す

るため、本年2月よりマックスバリュ、ザ・ビッグ両業態による共同
仕入れ商品の展開をスタートさせました。今後は販売数量を拡大
することで仕入れコストの引き下げを図り、利益率改善へとつな
げていきます。
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地場仕入れの強化、拡大により、生鮮
品の鮮度向上を図っています。

マックスバリュとザ・ビッグ
の共同仕入れで一層の低価
格が実現。

0

3

1

5

4

2

2014年度
目標

2014年
2月

2014年
3月

ご存知
でしたか

？

2014年度重点施策

MV・BIG共同仕入れの強化

トップバリュの圧倒的拡販

WAONの利用促進強化

商品回転率の改善

こんなにお得、WAONでお買い物

小銭いらずでワンタッチでお買い物ができる、便利な電子マネーカード、WAON。ご利
用金額に応じてポイントがたまるだけでなく、対象商品を購入するとボーナスポイントが
もらえます。毎月15日のG.G感謝デーには、G.G WAON（55歳以上対象カード）、ゆう
ゆうWAON（65歳以上対象カード）でお支払いの際は5%割引を行うなど、よりお得な
サービスも展開中です。また、ご当地WAONは、全国どこでご利用いただいても、ご利
用額の一部が各地域の社会貢献に役立てられます。

共同仕入れ商品売上高構成比（%）



店舗を、商品を、サービスを、一人ひとりが変える意識で
人材の育成は、マックスバリュ西日本の重要な課題です。当期
は、現場力の向上を目的として、店長・副店長に対する社内教育
の充実を図るとともに、人材開発や人材育成に向けた各種制度
の見直しに着手しました。2014年度は、それらの取組みを一層
深化させ、店舗ごとの商品力、サービス力のレベルアップを図り
ます。従業員一人ひとりの自立心を育て、進んで行動する風土を
醸成することで、お客さま
に支持される店づくりへ
とつなげていきます。
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※労働時間1日8時間換算で算出。

スーパーバイザーによるOJTの強化

2014年度からは、地域ごとに商品、売場づくりの技術に長けたスー
パーバイザーを配置しています。スーパーバイザーは、担当店舗の従
業員の技術力向上について全責任を担うリーダーであり、売場の出
来映えレベル、お客さまへのサービスレベルを引き上げるための指導
訓練を徹底して行うほか、「やめる作業」を見つけてなくす、システム
活用を進めるといった作業効率化への指導も行っています。

従業員一丸となって、お客さまが快適にお買
い物できる店舗づくりに取り組んでいます。

人材育成

１万7千人による一人ずつ、一つずつの改善。

ご存知
でしたか

？

2014年度重点施策

人事効率の改善

SVによる店舗支援強化

従業員構成（人）
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マックスバリュ西日本では、お客さまとの接点である店舗を通じ
て、お客さまとともに地域に根ざした環境保全・社会貢献活動
に積極的に取り組んでいます。当期も、新店オープンの際に地
域のお客さまとともに植樹を行う「イオンふるさとの森づくり」や

「食」の楽しさや大切さをお伝えする食育活動をはじめ、日常の
食生活に困っている方々への食料支援を行うフードバンク活
動、募金活動やリサイクル活動、レジ袋の無料配布中止などに
取り組みました。地域の皆さまの豊かな生活のために、これから
も“私たちだからできる”さまざまな活動を続けていきます。

当期は「マックスバリュ西条大町店」、「マック
スバリュ書写店」において、オープンに先立
ち敷地内への植樹を行いました。

各地域の行政・市民団体との協定
を結び、レジ袋の無料配布中止を
進めています。また当期は、14校
の小学校児童1,115名を対象に食
育体験学習会を開催しました。

お客さまと地域社会を常に見つめて。

社会貢献

ご存知
でしたか

？
マックスバリュ移動販売開始！

2013年11月より、山間部や海岸線など比較的店舗が少ない地域の
方々の利便性向上を目的に、山口県下松市を拠点とした移動販売を開
始しました。「マックスバリュ山田店」（山口県下松市）を基地店舗とし、
生鮮食料品や加工食品、冷凍食品、日用雑貨など約800品目を専用車
に積載し、定期的に出張販売に伺います。今後は、お客さまの品揃え要
望や事前予約による商品調達を承るなど、多様なお客さまニーズにも
広く対応していきます。



当期（連結）
 2014年2月期

前期（個別）
 2013年2月期

売上高 259,202 258,249
営業収益 265,187 264,243
営業利益 4,109 5,570
経常利益 4,296 5,761
当期純利益 1,674 2,273
1株当たり当期純利益（円） 64.02 86.93
総資産 90,108 87,673

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。
※2013年2月期は、決算期変更のため12ヶ月と8日の変則決算となっております。
※2014年2月期より連結決算に移行したため、2013年2月期は個別決算の数値を記載しています。

（単位：百万円）

販売費及び一般管理費（単位：億円）
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▶営業収益
当連結会計年度における営業収益は、国内8店舗、中国1店舗の新規
出店と既存店61店舗への活性化投資による売上拡大により、2,651
億87百万円となり（前期は個別決算ベースで2,582億49百万円）増
収となりました。

▶販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費につきましては、販売促進費の効率化を図
り、店舗維持費など経費削減に取り組んだものの、人件費と設備費
が増加して、622億58百万円（前期は個別決算ベースで612億77
百万円）となりました。

▶営業利益・経常利益
営業利益は、販売費及び一般管理費の伸び率が営業総利益の伸び
率を上回ったため、営業利益は減益となり41億9百万円（前期は個
別決算ベースで55億70百万円）となり、経常利益は42億96百万円

（前期は個別決算ベースで57億61百万円）となりました。

▶当期純利益
当期純利益は、店舗等に係る減損損失ならびに改装等に伴う固定
資産除売却損等を特別損失として11億10百万円計上した結果、当
期純利益は16億74百万円（前期は個別決算ベースで22億73百万
円）となりました。

※前期比増減・前期増減は、2013年2月期の決算日変更・2014年2月期の連結決算移行に伴い記載しておりません。
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当期（連結）
�2014年2月28日現在

前期（個別）
�2013年2月28日現在

（資産の部）
流動資産 24,497 21,804
固定資産 65,611 65,869
　有形固定資産 45,987 46,299
　無形固定資産 604 656
　投資その他の資産 19,019 18,912
資産合計 90,108 87,673

（負債の部）
流動負債 37,258 36,464
固定負債 9,070 9,428
負債合計 46,329 45,892

（純資産の部）
資本金 1,670 1,669
資本剰余金 4,644 4,643
利益剰余金 32,167 31,408
自己株式 △43 △43
株主資本合計 38,439 37,678
その他の包括利益累計額 4,871 4,020
新株予約権 90 82
少数株主持分 377 —
純資産合計 43,779 41,781
負債純資産合計 90,108 87,673

当期（連結）
�自 2013年3月  1日 
至 2014年2月28日

前期（個別）
�自 2012年2月21日 
至 2013年2月28日

売上高 259,202 258,249
売上原価 198,818 197,396
売上総利益 60,383 60,853
その他の営業収入 5,984 5,994
営業総利益 66,368 66,847
販売費及び一般管理費 62,258 61,277
営業利益 4,109 5,570
営業外収益 281 311
営業外費用 95 120
経常利益 4,296 5,761
特別利益 80 —
特別損失 1,110 1,297
税引前当期純利益 3,266 4,463
法人税等 1,672 2,190
当期純利益 1,674 2,273

当期（連結）
�自 2013年3月  1日 
至 2014年2月28日

前期（個別）
�自 2012年2月21日 
至 2013年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,109 9,127
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,633 △5,871
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,738 △1,967
現金及び現金同等物の増減額 2,861 1,288
現金及び現金同等物の期首残高 4,431 3,143
現金及び現金同等物の期末残高 8,248 4,431

貸借対照表 損益計算書

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）

▶資産
当連結会計年度末における総資産は、901億8百万円となりました。
流動資産は244億97百万円となり、その内訳は商品92億38百万
円、未収入金48億21百万円、関係会社預け金40億円、現金及び預
金42億48百万円等です。また、固定資産は656億11百万円で、その
内訳は有形固定資産459億87百万円、投資有価証券92億84百万
円等となっています。

▶負債
当連結会計年度末における負債は、463億29百万円となりました。
その内訳は、支払手形及び買掛金257億77百万円、長期預り保証
金51億61百万円、資産除去債務28億28百万円等です。

▶純資産
当連結会計年度末における純資産は、437億79百万円となりまし
た。その内訳は、利益剰余金321億67百万円等です。

▶キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、82億
48百万円となりました。

※前期比増減・前期増減は、2013年2月期の決算日変更・2014年2月期の連結決算移行に伴い記載しておりません。
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株価の推移

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 16億7千万円

営 業 所 数 177店舗（国内176店舗、中国1店舗）

従 業 員 数 1,813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
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

会社概要 2014年2月28日現在

決 算 期 2月末日（年1回）

基 準 日� 2月末日 
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（ただし末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）

株主メモ 2014年2月28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 755

丸魚水産�株式会社 652

宮本　一男 528

株式会社�コックス 424

山本　哲夫 367

新光商事�株式会社 350

加藤産業�株式会社 323

イオンフードサプライ株式会社 238

ミニストップ株式会社 237

大株主 2014年2月28日現在

株 主 数 16,543名

会社が発行する株式の総数 90,000千株

発 行 済 株 式 総 数 26,198,609株

株式状況 2014年2月28日現在

代表取締役社長 加栗　 章男
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 林　　 洋次
取 締 役 守岡　 幸三

取締役および監査役 2014年5月22日現在

取 締 役 柳川　 勝律
取 締 役 三田　 幸視
監 査 役  岩橋　 哲郎 
監 査 役 小林　 良三
監 査 役 原　　 広基
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

配当について

ご優待は�
保有株式数に応じて
2月28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、「株主さまご優待券」か

「地域特産品」のうち、いずれか1つ
をお選びいただけます。

※ お酒のお届けは、20歳以上の方に限ら
せていただきます。

当社では、株主の皆さまに対する利益還元の充実を経営の重点施策と位置づ
け、安定的な配当の実施に努めております。
　配当額につきましては、経営基盤の拡充、将来の事業展開や収益力の向上、
財務体質の強化及び業績を総合して決定をしております。
　配当回数につきましては、年１回の配当を基本方針としており、当事業年度
の期末配当金は、１株当たり35円としております。

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、スーパーセン
ター、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!

保有株数
優待品

100株〜999株
（2014年2月末日現在）

1,000株〜1,999株
（2014年2月末日現在）

2,000株以上
（2014年2月末日現在）

1. 優待券

100円値引券×50枚（5,000円分） 100円値引券×100枚（10,000円分） 100円値引券×200枚（20,000円分）

2. 兵庫
　 特産品

（株）播磨灘いかなご釘煮 揖保の糸 特級ひね30束 揖保の糸 特級ひね50束

3. 広島
　 特産品

広島海苔 かき醤油味付のり 新庄みそ 広島の味詰め合わせ 賀茂鶴 特製ゴールド賀茂鶴
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ホームページがリニューアル！マックスバリュ西日本に関する情報はホームページで！

店舗情報、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、「会社案内/IR資料室」にてご確認いただけます。ぜひ、お気軽にご利用ください。

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。

▶TOP画面 ▶チラシとお店の情報 ▶IR資料室

http://www.maxvalu.co.jp


