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ごあいさつ

さまざまな取組みにより、増収・営業増益を達成、
業績回復へ着実な前進を見せました。

101.7％）、営業利益42億33百万円（同103.0％）となり、増収、
営業増益となりましたが、店舗の減損損失を特別損失として計上
したことにより、当期純利益は16億41百万円（同98.0％）となり
ました。

2015年度の取組み
　2014年度は、以上のように業績回復の手応えを得ることがで
きましたが、2015年度は「小売業の基本に立ち返る」を指針とし
て掲げ、以下の基本方針と施策に取り組み、着実な業績の向上を
目指します。
＜基本的な考え方＞
1、「地域」視点での商品、店舗づくり
2、お客さま満足とローコストオペレーションの実現
＜2015年度主な施策＞
1、地域のお客さまに支持される商品づくり
2、新規出店（6店舗）と活性化の成功
3、52週マーチャンダイジングの推進
4、オペレーションコストの引き下げ
　まず、「地域」視点での商品、店舗づくりに関しては、当社の7県
にわたる地域毎のお客さまの嗜好をとらえ、産地直送品セールの
開催や地域密着型商品の拡大に取り組んでいきます。
　新規出店については、既に3月に開店したマックスバリュ古宮店

（兵庫県）や平川店（山口県）は、小型店ながら中食の品揃え強化
や、イートインコーナーを設置するなど、新形態の店舗として成功
しています。今年度は、その成果を取り入れた1,000㎡クラス店
舗を中心に出店します。また、活性化を26店舗で予定しており、
マックスバリュ500㎡クラス店舗の新フォーマット構築や、
BIG2,000㎡、4,000㎡クラス店舗の活性化に取り組んでいきます。
　52週マーチャンダイジングについては、「52週MD推進部」・
「ザ・ビッグ営業企画部」が中心となり、マーケティング部、各店
舗、商品部との連携のもと継続的に実施し、営業力の強化、商品
と従業員の活性化、組織風土の向上を図っていきます。
　最後のオペレーションコストの引き下げについては、「お客さま
満足」を実践しつつ、組織、店舗、人材の効率化を推進していき
ます。
　以上の取組みにより、2015年度において、営業収益2,766億
円（前期比2.5%増）、営業利益47億円（同11.0%増）、当期純利
益18億円（同9.7％増）を見込んでいます。
　今後とも、皆さまの変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。

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

2014年度の業績
　当社が身を置く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など異業種による食品販売および
ネット通販の拡大等によって競争は激化しており、依然厳しい状
況が続いています。
　このような経営環境のなか、当社は原点である「すべてはお客
さまのために」に基づき、地域のお客さまに支持される品揃え、
信頼される店づくりに取り組みました。2014年度の指針として
「一品、一人、一店」を掲げ、お客さま視点で「商品」「従業員」「店
舗」を見直し、経営基盤の強化に努めました。
　「商品」に関しては、兵庫県に水産加工センターを立ち上げ、ド
ミナント展開された11店舗に水産商品を供給し、品揃えの強化
と効率化に取り組みました。「店舗」については国内6店舗を新設
するとともに、既存店56店舗において売場手直しなどの活性化
を推進、営業力の向上に取り組みました。
　また、中国においては、2014年3月に山東省青島市に「青島中
心広場店」を出店する一方、12月に「万邦中心店」を閉店し、経営
効率の向上を図りました。
　これらの結果、営業収益2,697億52百万円（対前期比

代表取締役社長
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特集1
ここが好き ♥ マックスバリュ

選びやすい、買いやすい！
お客さま目線での店舗づくり。

　マックスバリュ西日本は、地域の競争に打ち勝つ店舗づくり
を目指して、既存店活性化による競争力向上に注力していま
す。その一施策がSM店舗の改革であり、1,000㎡サイズの店舗
を中心に新しい試みを取り入れた改革を進めています。
　2014年5月に改装オープンした「マックスバリュ青山店」（兵
庫県姫路市）は、お客さま目線に徹底的にこだわって商品構成
や店舗オペレーションの大胆な改革を実行した結果、順調に客
数が増え、売上は大きく向上しました。お客さまからも「買いま
わりがしやすくなった」など、ご好評の声が続々。今後は同店の
取組みを成功モデルとして、水平展開を図っていきます。

　  兵庫水産加工センター稼働　
　2014年12月より兵庫水産加工センター（兵庫県姫路市）が稼働しました。今ま
で店舗で実施していた水産に関わる作業の大半を同センターに移行し、水産品の
加工、調理を一括化しています。センター製造のアウトパック納品により、品揃え、
商品化、技術力の店舗格差を解消するとともに、店舗においては、水産の製造、発
注、清掃に関わる作業人時の削減と水道光熱費、資材代の削減を実現できます。
現在、「マックスバリュ青山店」をはじめ、兵庫県内の11店舗が同センターと連携し
ています。来期以降は、他県での加工センター稼動も視野に入れ、さらなる活用拡
大を進めていきます。

▲水産加工センターでの作業

水産加工センター加工品 ▲

▼マックスバリュ青山店外観

お買い物しやすい陳列台

NEW

野菜・果物・花

畜産

ハム・ソーセージ・ピザ

グロサリー

セルフデリ・ミールソリューション

鮮魚・珍味

ノンフーズ

イオンドリップコーヒー

即食・総菜

飲料

卵

酒

冷凍食品

ベーカリー

デザート

乳飲料 ペット
乳加工品

焼き立てパンと手作りサンドイッチも大
好評、イオンドリップコーヒーとの相乗
効果も抜群！

マックスバリュ青山店での主な取組み

● 競合店価格調査による価格訴求

● 花売場を専門業者に委託し品揃え、鮮度を向上

● 水産の切身、刺身などを店外加工化

● 生鮮4部門の品揃え強化（アイテム増）

● 水産部門の人時は、惣菜の出来立て訴求
 に活用

● 焼き立てパン・手作りサンドイッチの導入

● ドリップ・コーヒーマシンの導入

競争店を毎日徹底的に意識して、安さ・
鮮度では負けません。
生花コーナーも品揃えが豊富です！

お買い得な商品を豊富に揃え、毎
日のお買い物が便利なお惣菜売
場になりました。
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2014年度店舗数（2015年2月28日現在）

2015年度出店予定（2015年2月28日現在）
開店日 店舗名 所在地

3月 マックスバリュ古宮店 兵庫県加古郡

3月 マックスバリュ平川店 山口県山口市

5月 マックスバリュエクスプレス藤垂園店 広島県広島市

6月 マックスバリュ光店 山口県光市

7月 マックスバリュ西条御条店 広島県東広島市

7月 マックスバリュテラッソ姫路店 兵庫県姫路市

SSM SM CSM BIG 合計
兵庫エリア 53 27 3 2 85
岡山エリア 3 0 0 8 11
広島エリア 11 9 1 9 30
山口エリア 21 4 0 11 36
香川エリア 2 0 0 4 6
徳島エリア 0 0 0 3 3
愛媛エリア 4 1 0 1 6
国外（中国） 0 1 0 0 1

合　計 94 42 4 38 178
※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）、BIG（ザ・ビッグ業態）

マックスバリュ平川店

マックスバリュ古宮店

2015年度出店予定 店舗活性化への取り組み
店舗展開 1 店舗展開 2
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小型店を中心とした新規出店を計画
　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
舗業態を選択した上での新規出店を推進しており、2014年度
は新たに国内6店舗の出店を実施しました。2015年度も引き
続き積極的な出店を実施する方針で、3月に「マックスバリュ古
宮店」（兵庫県加古郡）、「マックスバリュ平川店」（山口県山口
市）をオープンしたのを皮切りに、計6店舗の新規出店を計画し
ています。重点エリアは兵庫県、広島県、山口県の3県。主に出
店費用を抑えたローコスト小型店の展開に軸足を置き、地域
シェア拡大を図っていきます。

NEW

NEW

▲ ザ・ビッグ庄原店（広島県）

山口県
広島県

岡山県
兵庫県

香川県

徳島県愛媛県

36(7)
30(9)

11(4)
85(26)

6(3)

3(1)6(6)

56店舗で活性化を実施
　新規出店と並行して取り組んでいる既存店活性化について
は、2014年度は56店舗で実施しました。個店ごとに、地域特性
やお客さまのニーズ、競合店の分析を踏まえたうえでコンセプト
を決め、品揃えの強化、設備の見直し、売場レイアウトや店舗オ
ペレーションの刷新を速やかに実行。選びやすく、買いやすく、
毎日行きたくなる店舗づくりを推し進めています。2015年度も
活性化を推進しており、お客さまのニーズに応える魅力的な店
舗づくりを進め、さらなる競争力向上を目指します。

▲ マックスバリュ播磨一宮店（兵庫県）

▲ マックスバリュ吉敷店（山口県）

県別店舗数（2015年2月28日現在）▼
（）内は活性化実施店舗数
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お客さま価値の向上 1 お客さま価値の向上 2
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地域の魅力を反映した品揃えを強化
　「一品」にこだわった商品展開を推し進め、特に地元食材の
売場を増やすなど、地域の魅力を反映した品揃え強化に取り組
みました。地場産の野菜、フルーツ、鮮魚のほか、川中醤油（広
島市安佐南区）、ますやみそ（呉市）といった地域で古くから親
しまれている地元産の商品や、広島県が推進する「広島県産応
援登録制度」で登録された「瀬戸内六穀豚」などを提供し、幅広
い世代のお客さまにご好評をいただきました。さらには、トップ
バリュの拡販にも注力し、品質と価格の両面でお客さまの声に
お応えしました。

▲広島県産農産品・農産加工品

▼広島県産瀬戸内六穀豚

お客さまの健康志向にお応えし
て、特定保健用食品飲料や天然水
飲料もますます充実。

高タンパク・低脂質で人気のギリシャ
ヨーグルトがトップバリュセレクトに
仲間入り。

人気のトップバリュも
ますます充実 !

お得、便利。電子マネーWAON。

まちを、人を、結ぶ

WAON。
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マックスバリュ西日本
WAON寄付額の推移（千円）

便利さ広がる、お得な電子マネーWAON。
　お客さまにとって利便性の高いWAONの利用拡大を目指
し、さまざまな販促活動を展開しています。ポイントが2倍加算
される「お客さまわくわくデー」（毎月5、15、25日）の開催、特
定商品の購入でポイントが付与されるボーナスポイント商品の
販売、また、55歳以上のお客さまを対象とした「G・GWAON」
および65歳以上のお客さまを対象とした「ゆうゆうWAON」の
ご利用では、毎月15日を「G・G感謝デー」として5%の割引を実
施しています。

「ご当地WAON」で社会貢献

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。マックスバリュ西日本の地域では、現在13枚の「ご当地WAON」
が発行されており、2014年度までの累計寄付額は約1,900万円となりました。

姫路城WAON

愛顔のえひめWAON

下松市こども未来WAON 萩まちじゅう博物館WAON

姫路城WAON（限定）

2015年2月、山口県下関市とイオンは、両者が相互に連携
し、下関市の地域活性化と暮らしやすいまちづくりのための

「地域活性化包括的連携協定」を締結。その第一弾として、
2015年4月に、「しものせき晋作WAON」を発行しました。
利用金額の一部は、下関市の「日本の未来を担う人材の育
成」の取組みに寄付します。

自治体との協力で広がるWAONの可能性

▼山口県の人気商品長州鶏

しものせき晋作WAON

広島県・子育てイクちゃん
WAON

こだわりの一品

お客さまに選ばれる商品提供をモットーに。
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山口県
2

広島県
10

岡山県
1

兵庫県
25

香川県

徳島県愛媛県
2

　マックスバリュ西日本では、お客さまの利便性向上を目的に
さまざまなサービスに取り組んでいます。購入した商品をご自
宅まで配送する「お買い物便」は、購入当日または翌日で時間指
定もできることから、1店舗当たり多い日で約80名のお客さま
にご利用いただいており、大変好評です。また、2013年11月よ
り山口エリアでスタートした「移動販売」も、好評につき着々と
展開エリアを拡大中です。生鮮食品、加工食品、日用雑貨など約
800品目を専用車に積載して現在約110か所を巡回しており、
今後はさらに販売場所を増やしていきます。

店舗が少ない地域のお客さまに喜ばれている「移動販売」。
2014年10月からは「WAON」も使えるようになり、さらに便利に。▼

ここが好き ♥ マックスバリュ

便利でらくらく！
お買い物便＆移動販売。

特集2
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マックスバリュ西日本植樹累計本数の推移（千本）

地域の皆さまの豊かな生活のために
　マックスバリュ西日本では、お客さまとともに地域に根ざした
さまざまな環境保全・社会貢献活動を積極的に展開していま
す。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」、食品・資源のリサイクル活動、レジ袋の無料配布中止など
の環境に配慮した取組みや、「食」の楽しさや大切さをお伝えす
る食育活動、募金活動など、お客さまのご協力を得て地域社会
へ貢献する取組みなどを行っています。

各地域の行政・市民団体との協定を結び、レジ袋無
料配布中止に取り組んでいます。

お客さまが受け取られた黄色いレシートを投函して
いただき、レシート合計金額の1％相当の品物を各
種団体に寄贈します。
（毎月11日のイオン・デーに実施）

近隣小学校の子供たちに正規の授業として参加いた
だく「食育体験学習会」などを実施しています。

マックスバリュ西日本では、累計で約29万本の植
樹を実施しています。

2014年度より開始した「食品リサイクル・ループ」。店舗から出た廃棄食品を肥
料に加工、イオンの農場で農産品の生産に再利用しています。

犯罪の被害にあわれたお客さまへの避難、救護や警察
への通報などを行う「110番」の店として防犯に努めて
います。

▲イオングループの三木里脇農場

▲回収専用トラック

にぎわいを見せる
移動販売車。

環境保全・社会貢献活動 1

地域のお客さまとともに

数字はお買い物便実施店舗数（2015年3月現在）▼
■移動販売実施地域
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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

サービスレベルを高めていける

よう、取組みを推進しています。

ハッピーレター運動

一日も早い復興を。地域の皆さまの思いを込めて。

恒例の募金活動へのご協力、いつもありがとうございます。

広島市土砂災害被害への支援ならびに復興支援募金について

2 4 時 間 テレビ「 愛 は 地 球 を 救う」への 協 賛

2014年8月20日未明、広島市を襲った記録的な集中豪雨は、安佐南区ならびに安
佐北区に大きな被害をもたらしました。土砂災害でお亡くなりになられた方々のご冥
福をお祈りするとともに、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
　マックスバリュ西日本では、8月21日より各店舗にて緊急復興支援募金を実施し、
また9月5日からは、「広島土砂災害支援黄色いレシートキャンペーン」を実施しま
した。2014年9月17日にはイオングループとして、お客さまとイオン従業員からの
支援募金約5,000万円に、「黄色いレシートキャンペーン」による寄付金約257万円
と、（財）イオンワンパーセントクラブからの拠出金約5,000万円を加えた、約1億
257万円を広島市に寄付しました。

恒例となりました24時間テレビチャリティー募金へ今年も参加しました。皆さまか
らお預かりした募金11,591,208円（チャリＴシャツ寄付金2,189,440円含む）は、
募金をいただいた県別に集計し、その地区の放送局内「24時間テレビチャリティー
委員会」に寄付しました。
　寄付金は、東日本大震災復興支援をはじめ、広島市土砂災害支援、福祉車両の贈
呈、補助犬の普及支援などの社会福祉活動、地域のクリーン活動などの環境保全活
動などに活用されます。

広島市土砂災害被害への支援募金贈呈式
（広島市）

２４時間ＴＶ｢愛は地球を救う」募金贈呈式
（広島テレビ）

環境保全・社会貢献活動 2

災害支援とチャリティー活動

活力のある企業風土の醸成
　お客さまに快適なお買い物環境を提供するために欠かせない
笑顔、心配りは、従業員がやりがいを持って、いきいきと働くこと
ができてこそ生まれるもの。マックスバリュ西日本では、一人ひ
とりが高いモチベーションを維持しながら日々の仕事に取り組
むことができるよう、活力のある企業風土の醸成に力を注いで
います。さまざまな取組みによって個々のレベルアップのための
機会を提供し、向上心やチャレンジ精神を育みながら、接客
サービスの底上げへとつなげています。

人財育成

選ばれるお店であるために、一人ひとりが輝く。

ライフイベントと両立しながらのキャリア
継続について考える、イオングループ合同
のキャリアデザイン研修「ダイ満足カレッ
ジ」が開催され、マックスバリュ西日本から
は52名が参加しました。

お客さまからの「不」の声を解消し、顧客満
足度向上と業績向上を目指すための「サー
ビスコンクール」を実施。レジ応対やあいさ
つ、接客などを審査し、優秀店、チェッカー
グループを表彰しています。

ダイバーシティ活動

ダイ満足カレッジ

サービスコンクール

従業員が働きやすい企業風土・環境を築くとともに、女性がいきいき
と働ける職場づくりに取り組んでいます。店長・副店長が女性のみの
店舗も誕生。
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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 178店舗（国内177店舗、中国1店舗）
従 業 員 数 1,765名（パート、アルバイト、中国の従業員を含まず）

本 社
〒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 2015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 2015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 732

丸魚水産株式会社 652

宮本　一男 500

株式会社コックス 424

山本　哲夫 367

新光商事株式会社 348

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 2015年2月28日現在

株 主 数 19,046名

発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 26,204,709株

株式状況 2015年2月28日現在

代表取締役社長 加栗　章男
常 務 取 締 役 久保田智久
取 締 役 塩冶　雅洋
取 締 役 守岡　幸三
取 締 役 柳川　勝律
取 締 役 村井　正平
取 締 役 桑山　　斉

取締役および監査役 2015年5月21日現在

常 勤 監 査 役 岩橋　哲郎
監 査 役 小林　良三
監 査 役 原　　広基
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当連結会計年度
2015年2月28日現在

前連結会計年度
2014年2月28日現在

（資産の部）
流動資産 26,453 24,497
固定資産 64,073 65,611
　有形固定資産 43,541 45,987
　無形固定資産 509 604
　投資その他の資産 20,022 19,019
資産合計 90,527 90,108
（負債の部）
流動負債 36,343 37,258
固定負債 9,466 9,070
負債合計 45,809 46,329
（純資産の部）
資本金 1,673 1,670
資本剰余金 4,647 4,644
利益剰余金 32,892 32,167
自己株式 △40 △43
株主資本合計 39,173 38,439
その他の包括利益累計額合計 5,327 4,871
新株予約権 90 90
少数株主持分 125 377
純資産合計 44,717 43,779
負債純資産合計 90,527 90,108

連結貸借対照表 （単位：百万円）
当連結会計年度

自 2014年3月 1日
至 2015年2月28日

前連結会計年度
自 2013年3月 1日
至 2014年2月28日

売上高 263,681 259,202
売上原価 202,156 198,818
売上総利益 61,525 60,383
その他の営業収入 6,071 5,984
営業総利益 67,596 66,368
販売費及び一般管理費 63,363 62,258
営業利益 4,233 4,109
営業外収益 337 281
営業外費用 72 95
経常利益 4,498 4,296
特別利益 3 80
特別損失 1,761 1,110
税金等調整前当期純利益 2,740 3,266
法人税等 1,365 1,672
少数株主損益調整前当期純利益 1,375 1,594
少数株主損失（△） △266 △80
当期純利益 1,641 1,674

連結損益計算書 （単位：百万円）

当連結会計年度
自 2014年3月 1日
至 2015年2月28日

前連結会計年度
自 2013年3月 1日
至 2014年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,629 10,109
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,262 △5,633
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,733 △1,738
現金及び現金同等物の期末残高 7,870 8,248

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

配当について

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、財務体質の強化およ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、当期
の期末配当金は、1株当たり35円としております。
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「株主さまご優待券」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
2015年2月28日時点の株主名簿に登録された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。

株主さまご優待券は全国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
主さまご優待制度の拡大は、株主さまからの、イオングループ各店で「株主さまご優待
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
（2015年2月末日現在）

1,000株〜1,999株
（2015年2月末日現在）

2,000株以上
（2015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

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

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。


