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すべては“お客さま満足”のために。



ニーズを捉えた商品展開、店舗のさらなる活性化など、
お客さまの視点で、競争力の強化を推進します。
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ごあいさつ

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。
　当第2四半期における日本経済は、新
政権発足以降の成長戦略を受け、株高
基調に転じるなど景気回復への兆しが
見え始めたものの、中国の経済成長率
の鈍化、円安による輸入価格の上昇な
ど、国内景気を押下げるリスク要因も残
されています。当社が所属するスーパー
マーケット業態においては、ドラッグスト
アやコンビニエンスストアなどの新興勢
力によるシェア争いが激化しており、厳
しい状況が続いております。
　このような中、当社は、各地域のシェ
ア拡大に向け、新規店舗の出店や成長
力が落ちてきた店舗への活性化投資を
図る一方で、成長戦略の一環として「中
国事業の展開」にも注力することで強固

な経営基盤の構築に努めました。
　当第2四半期累計期間においては、4
月にマックスバリュ西条大町店（愛媛県
西条市）、6月にマックスバリュエクスプ
レス草津南店（広島県広島市）、7月に
マックスバリュ久万ノ台店（愛媛県松山
市）を、さらに8月にはマックスバリュ書
写店（兵庫県姫路市）の計4店舗を新規
開店しました。一方で、兵庫県姫路市に
おいて2店舗を閉店しました。また、中
国事業の展開については、前期に子会
社を設立し、8月2日に中国事業1号店と
なる「マックスバリュ万邦中心店」を山東
省青島市に開店しました。
　これらの結果、当第2四半期末の店舗
数は国内172店舗、中国1店舗となって
います。
　商品面におきましては、「旬」や品質に
こだわった果物の訴求、地場漁港直送



ニーズを捉えた商品展開、店舗のさらなる活性化など、
お客さまの視点で、競争力の強化を推進します。
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の新鮮な鮮魚販売、簡便性食品への
志向の高まりに応えた冷凍食品やサ
ラダ、惣菜などの売場拡大や、短時間
で調理のできる味付け焼肉やレンジ
アップ商品の強化を図りました。併せ
て、コンビニエンスストアが強みとす
るデザートおよびパーソナル飲料の品
揃えを拡大しました。
　営業力強化に向けた取組みとして
は、既存店舗の活性化による競争力
向上を図りました。主な内容として、
地域のお客さまの生活スタイルに対応
したこだわりの売場構築や商圏におけ
る店舗特性を踏まえた活性化を48店
舗実施しました。
　また従来からの取組みとして、イオ
ンのブランド「トップバリュ」商品の拡
大、週単位での季節催事や行事に合
わせたお買い得品の展開や「お客さま

感謝デー」、「マックスデー」、「ザ・ビッ
グデー」、「お客さまわくわくデー」、「火
曜市」、「水・木曜市」などの主力セール
スの強化に取り組みました。
　これらの取組みの結果、当第2四半
期連結累計期間における売上高は
1,291億11百万円となったものの、
販促強化による広告宣伝費および人
件費の増加、既存店活性化による投
資、電気料金の値上げ等による設備
費の増加、中国事業に係わる経費等
による販売費及び一般管理費の増
加、および固定資産の減損計上等に
より、営業利益14億36百万円、経常
利益15億49百万円、四半期純利益1
億74百万円と期初予想数値を下回る
結果となりました。※

　以上のように、当第2四半期の業績
は大変厳しいものとなりましたが、下

期においては、引き続き既存店舗の
活性化を積極的に推進するとともに、
4店舗の新規出店を予定しています。
商品面では｢トップバリュ｣商品の充実
や｢旬・美味しさ｣にこだわった生鮮食
品の強化により、競合店との差別化を
図るとともに、地域ごと、店舗ごとの
きめ細かいマーチャンダイジングを実
施していきます。また、商品ロス率や
値入率の改善、人件費・販促費・設備
費などの経費の効率化を推進すると
ともに、組織の改革、従業員の意識向
上を図り、業績の回復に全社をあげ取
り組んでいきます。
　今後とも、皆さまの変わらぬご支
援、ご鞭撻を賜るようお願い申し上げ
ます。

代表取締役社長

※�2014年２月期第１四半期より連結決算に変更したため、2013年２月期第２四半期との増減比較に
ついては表記しておりません。



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。

中国初出店！「マックスバリュ万邦中心店」オープン
2013年8月2日、 マックスバリュ西日本の中国第1号店「マッ
クスバリュ万邦中心店」が山東省青島市にオープンしました。
ブランドショップ、専門店、フードコート、ファストフード、レス
トラン街で構成された複合施設「万邦中心ショッピングセン
ター」の核店舗となっており、日本で培ったノウハウを取り入
れた売場構成、品ぞろえ、サービスを展開。「お客さまの食生
活、買い物を豊かにするニュースタイルスーパーマーケット」
として、開店早々よりご好評をいただいています。
　マックスバリュ西日本では、成長戦略のひとつとして中国
における「マックスバリュ」の展開を掲げており、今後も青島
市を中心とする山東省に、地域のお客さまの暮らしを支える
ＳＭを戦略的に出店し、中国におけるイオンのＳＭブランド
「マックスバリュ」の確立を図っていきます。

店舗展開
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山東省内第１位の経済力を持
つ青島市の中心地に立地する

「マックスバリュ万邦中心店」。

現地従業員も元気いっぱい。

お客さまの簡便性を考慮し、デリカ売場を中心
に、冷凍食品、飲料、デザート、ベーカリー、菓
子売場を集中配置。

マックスバリュ西日本で展開している最新の店
舗デザインを導入し、地元スーパーマーケット
にはない売場環境を実現。

地元産の旬の野菜・果物の中から1週間ごとに
「店長おすすめ商品」を選定し、お値打ち価格に
て提供しています。



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。

当期出店状況（2013年10月2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

下
　
期

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

中間期末店舗数（2013年8月31日現在）

BIG SSM SM CSM 合計

兵庫エリア 1 53 30 3 87
岡山エリア 8 3 11
広島エリア 9 11 5 1 26
山口エリア 9 22 3 34
愛媛エリア 1 4 1 6
香川エリア 4 2 6
徳島エリア 2 2

合　計 34 95 39 4 172
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お客さまニーズを第一に考えた店舗づくりを推進
業態を超えた競争を勝ち抜くためには、変化するお客さま
ニーズへの迅速な対応が鍵であり、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の選択や、お店を
訪れるすべてのお客さまに満足を提供できる店舗づくりに取
り組んでいます。当上期においても、地域特性を見極めた出
店を推し進め、同時に既存店の活性化にも注力しました。
　2013年6月13日にオープンした「マックスバリュエクスプレ
ス草津南店」（広島県広島市）、8月1日に改装オープンした

「マックスバリュエクスプレス北条店」（兵庫県姫路市）は売場面
積約1,000m2のCVS（コンビニエンスストア）機能を取り込ん
だ小型スーパーマーケットであり、今後、都市部の人口密集地
域においては、同業態の出店を積極的に進めていきます。
　下期には、兵庫県、愛媛県、山口県、広島県に各1店舗づ
つ、出店する予定です。

マックスバリュエクスプレス
草津南店

マックスバリュエクスプレス北条店

リニューアルオープンした「マックスバリュ書写店」



電子レンジ用食品やインスタン
ト食品でも今までにない美味し
さや食感を追求。

洗剤や家庭用薬品などの日用品
もさらに充実、ベストプライスで
ご提供。

人気のカップ麺や即席ラーメン
にも続々新製品が登場、さらに
美味しくなりました。

トップバリュでは飲料も進化。天
然水にフルーツのほのかな香り
をつけた人気商品。

トップバリュの拡販に注力
「エブリデー・ロー・プライス」の実現の一施策として、生活の
基本アイテムを安心品質・納得価格でお届けする「トップバ
リュ」の拡販に引き続き取り組みました。お客さまのライフス
タイルの変化、単身世帯、シニア世帯の増加への対応とし
て、簡単便利でおいしい調理済みブランド「トップバリュ レ
ディーミール」などの取り扱いを強化しました。今後もイオン
グループのプライベートブランドである「トップバリュ」商品の
充実により、競合店との差別化を図っていきます。

トップバリュ年内価格凍結宣言
原油高や円安などの影響で原材料が高騰する中、お客さま
の生活を応援するために、「トップバリュ」の食品・衣料品・住
居余暇関連商品など約5,000品目について、12月31日まで
価格を据え置きます。これは、企画開発、原材料の調達、物
流、品質の確認をそれぞれ担う専門会社を擁するイオング
ループの総合力を発揮することで実現できるものです。

トップバリュ レディーミール
ワントレーで、メインのおかずに副
菜やお惣菜がついて、お手軽かつ
バランスよく召し上がれます。

トップバリュ レディーミール（単品）
和・洋・中・エスニックと様 々な
ジャンルを揃え、少量・単品でバラ
エティに富んだお料理をご提供。
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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。商品展開



ひろしま地産地消推進協議会と連携し、県内
産商品の取扱量の拡大を進めており、「広島県
産農産物」にスポットを当てたキャンペーンを
実施しました。
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お客さまの日々の食をおいしく、便利に支える
マックスバリュ西日本では、スーパーマーケットの商品展開の
柱となる生鮮食品の販売の再強化に取り組んでいます。「旬」

「品質」「鮮度」にこだわった地元産の野菜や果物、地場漁港
直送の鮮魚など、地元密着の品揃えを追求することで他店と
の差別化を図り、競争力向上につなげています。
　また、簡便性食品の志向の高まりを受け、冷凍食品やサラ
ダ、惣菜などの売場拡大や、短時間で調理のできる半調理
品、レンジアップ商品等の強化に努めました。
　そのほか、改装オープンした「マックスバリュエクスプレス
北条店」（兵庫県姫路市）では、ご好評をいただいている「焼き
たてパン」を105円均一で販売するとともに、セルフ式の

「マックスバリュカフェ」を初導入するなど、多様化するお客さ
まのライフスタイル、ニーズにお応えするさまざまな取り組み
を実施しました。

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。

「105円均一ベーカリー」では、店内で焼いた出
来立てパンを、毎日、いつでもお手頃価格でお
届けしています。

「マックスバリュエクスプレス北条店」には、コー
ヒー豆と淹れ方にこだわったセルフ式カフェ

『マックスバリュカフェ』を導入。

地場産鮮魚も充実、近くの漁港から毎朝直接
届きます。対面販売でお客さまのご要望に応じ
て調理します。



お客さまに選ばれるお店である続けるために
マックスバリュ西日本では、これまで以上に人材育成に注力。
社内教育プログラムのブラッシュアップによる現職店長、店長
候補のマネジメントスキル強化、入社3年目までの社員を対象
としたコミュニケーション力・リーダーシップ力・目標管理能力
などの向上を図る基礎教育の徹底、新入社員を対象とした集
中的OJT（職場内訓練）の導入、幹部候補社員のイオンビジネ
ススクール※への派遣などを積極的に実施し、全社一丸となっ
てより一層のお客さま満足の向上に取り組んでいます。また、
全従業員の約9割を占めるフレックス社員の戦力化を進めるた
めに、独自の教育制度による人材育成を展開し、レジでの接客
技術の向上を図るチェッカー検定や、農産、水産、デリカといっ
た各部門の専属トレーナーによる研修・検定など、個々のレベ
ルアップを支援する体制もしっかりと整えています。
※�事業の原動力となる人材を早期選抜し、挑戦意欲のある人材が自ら目指す
ポストを自己実現できるイオングループの教育システム。

対面販売も、お客さまとのコミュニケーションを
図る大切な場ととらえ、新商品や人気商品を積
極的にご案内。

閉店した店舗を利用して、2013年9月に兵庫
県姫路市に新研修センター開設しました。

研修センターでは、実際の店舗と同様の設備を
備え、実戦に即した技能研修やレジ研修が可能
です。

「笑顔とごあいさつ」を、フレック
ス社員を含む全従業員が徹底し
て実践しています。

7

すべてはお客さまのために。人材育成



当上期は、「マックスバリュ西条大町
店」、「マックスバリュ書写店」の各
オープンに先立ち、敷地内への植樹
を実施しました。

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。

地域とともに、お客さまとともに。社会貢献

地域のお役に立てるスーパーマーケットを目指して
マックスバリュ西日本では、地域に根ざした社会貢献・環境
保全活動を積極的に推進しています。LED照明化や省エネ
設備の導入、リサイクル活動、フードバンク活動※の支援、新
店のオープンに際して、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」、地域のお客さまの健康で豊か
な食をサポートする食育活動など、地域コミュニティの一員と
して地域のお役に立てるスーパーマーケットを目指し、各店
舗を拠点にさまざまな活動に取り組んでいます。
※�小売業や食品関連会社等から余剰食品を引き取り、福祉施設などに無償分
配を行う特定非営利活動。

各地域の行政・市民団体と協定を
結んでレジ袋の無料配布中止の取
り組みを進めています。

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」などを展開しています。
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マックスバリュ西日本の「ご当地WAON」

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、利用金額の一部が地域の活性化に役立てられる仕組みです。
当上期は、広島市、姫路市など、4市・5県に総額4,178,168円の寄付を実施しました。

ご存知でしたか

？

にぎわい徳島
WAONカード

おいでませ山口
WAONカード



▶資産
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、913億86
百万円となりました。流動資産は258億97百万円となり、その
内訳は商品88億34百万円、現金及び預金76億84百万円等で
す。固定資産は654億88百万円であり、その内訳は有形固定
資産456億74百万円、投資有価証券95億35百万円等です。

▶負債
当第２四半期連結会計期間末における負債は、491億円とな
りました。その内訳は、支払手形及び買掛金287億87百万
円、資産除去債務27億48百万円等です。

▶純資産
当第２四半期連結会計期間末における純資産は、422億85
百万円となりました。その内訳は、利益剰余金306億67百万
円、その他有価証券評価差額金49億51百万円等です。

▶キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の
残高は、76億84百万円となりました。

当第2四半期
 2013年8月31日現在

（資産の部）
流動資産 25,897
固定資産 65,488
 有形固定資産 45,674
 無形固定資産    617
 投資その他の資産 19,196
資産合計 91,386

（負債の部）                          
流動負債 39,888
固定負債 9,211
負債合計 49,100

（純資産の部）                        
資本金 1,670
資本剰余金  4,644
利益剰余金 30,667
自己株式 △43
株主資本合計 36,938
その他の包括利益累計額合計  5,020
新株予約権  90
少数株主持分  235
純資産合計 42,285
負債純資産合計 91,386

四半期連結貸借対照表 （単位:百万円）

当第2四半期累計期間
 自 2013年3月1日 
至 2013年8月31日

売上高 129,111
売上原価 99,467
売上総利益 29,643
その他の営業収入 2,956
営業総利益 32,599
販売費及び一般管理費 31,163
営業利益 1,436
営業外収益 164
営業外費用 51
経常利益 1,549
特別損失 990
税金等調整前四半期純利益 558
法人税等 404
少数株主損益調整前四半期純利益 153
少数株主損失 △20
四半期純利益 174

四半期連結損益計算書 （単位:百万円）

当第2四半期累計期間
 自 2013年3月1日 
至 2013年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,372
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,948
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,684

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円）

財務ハイライト

注：2014年2月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2013年2月期の数値については記載しておりません。

注：��2014年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、
前年同四半期との比較分析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

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 172店舗
従 業 員 数 1,840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 2013年8月31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 2013年8月31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 745

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 355

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 2013年8月31日現在

株 主 数 13,736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 2013年8月31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 下澤　 茂樹
取 締 役 林　　 洋次
取 締 役 島袋　 清春
取 締 役 守岡　 幸三

取締役および監査役 2013年8月31日現在

取 締 役 柳川　 勝律
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 小林　 良三
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

株主様ご優待券は全国19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!

保有株式数 優待券 兵庫（優待商品） 広島（優待商品）

100株〜
999株

100円値引券×50枚（5,000円分） （株）播磨灘いかなご釘煮 広島海苔 かき醤油味付のり

1,000株〜
1,999株

100円値引券×100枚（10,000円分） 揖保の糸 特級30束 新庄みそ 広島の味詰め合わせ

2,000株
以上

100円値引券×200枚（20,000円分） 揖保の糸 特級50束 賀茂鶴 特製ゴールド賀茂鶴

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。


