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「一品、一人、一店」から生まれるお客さま満足。



「一品、一人、一店」で、地域のお客さまからの
さらなるご支持を獲得してまいります。
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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、４月の消費税率引上げ
を境に内需が大きく変化する景況となり、個人消費について
も顕著な変化が見られました。当社の売上高は、消費税率引
上げ前の駆け込み需要を受け、3月は買い置き可能な商品を
中心に大きく伸長した一方、４月以降は、客数の減少や一人あ
たり買上点数の減少など、駆け込み需要の反動が避けられな
い状況となりました。当社が所属するスーパーマーケット業界
では、同業他社に加えコンビニエンスストアやドラッグストア、
また成長著しいインターネット通販等の異業種との競争が激
化し、より一層厳しさが増しています。
　このような中、当社は消費税率引上げ後のお客さまの低価
格志向、生活スタイルの変化に迅速に対応すべく、「一品」「一
人」「一店」にこだわった施策を実行しました。特に「一品」にこ
だわった商品施策については、従前から進めてきたスーパー
マーケット事業とディスカウント事業の共同仕入れによる「下
げ価格」商品に加え、当第２四半期からは、「今月の一押し」商
品を新たに打ち出し、競合との差別化を図りました。また、従
前から取り組んできたWAONを軸とした販売促進をさら強化
しました。
　店舗開発では、４月にザ・ビッグエクストラ阿南店（徳島県
阿南市）、６月にザ・ビッグ美祢店（山口県美祢市）、７月にザ・

ビッグ篠山店（兵庫県篠山市）、マックスバリュエクスプレス庚
午店（広島県広島市）を新規出店しました。また既存店の活性
化を、エリアや店舗の特性に応じて49店舗で実施しました。
中でも、マックスバリュ青山店は、「ローコスト店舗モデル」と
して品揃えおよびオペレーションの見直しを図った1,000m2

の新たなモデル店舗としてリニューアルオープンし、野菜売場
での価格訴求、デリカ売場での夕方の品揃え強化などがお客
さまの支持を獲得し、売上高は前年を大きく上回るペースで
推移しています。また、中国2号店となるマックスバリュ青島
中心広場店を３月に開店しました。
　一方で、店舗の老朽化や競争力の低下した店舗を４店舗閉
店しました。これらの結果、当第２四半期末における店舗数は
国内176店舗、中国2店舗の178店舗となりました。
　以上の結果、当第２四半期の業績は、営業収益1,349億42
百万円（前年同期比102.2％）、営業総利益330億30百万円

（同101.3％）と増加しました。営業総利益の伸びが営業収益
と比べて低調である要因は、消費税率引上げに伴う価格据置
等によって値入率が低下したことによります。販売費及び一般
管理費は新店開店費用等が増加し、321億96百万円（同
103.3％）と営業総利益の伸びを上回りました。これにより、
営業利益8億33百万円（同58.0％）、経常利益9億97百万円

（同64.4％）、四半期純損失29百万円（前年同四半期は四半
期純利益1億74百万円）となりました。
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　今後も競争の厳しさは継続するものと予想されますが、当
社は、下期において、既存店舗の営業力強化と利益構造の抜
本的改革を骨子とした取組みを推進し、収益の回復に取り組
んでいきます。既存店活性化では、先に述べた青山店などの
成功事例の水平展開を図っていきます。商品面では、重点カ
テゴリー（「食のつくらない化」への対応、旬商品の取組み強化
等）の拡販、新商品やリニューアル商品の積極的な導入、52
週マーチャンダイジング商品の構成比アップ、共同仕入・地元
市場からの直接仕入れの強化等に取り組んでいきます。9月に
新規開店したマックスバリュ祇園店、マックスバリュ高取店の
2店舗は好調に推移しており、これらの成功事例を取り入れ、
お客さまに必要とされる店づくりに努めていきます。また，
スーパーバイザー機能をさらに強化し、技術訓練、知識研修
の強化など人財育成に取り組んでいきます。
　利益構造については新店投資のローコスト化や経費削減委
員会によるオペレーションコストの削減、戦略的マルチソーシ
ングなどに取り組み、ローコスト店舗のプロトモデル開発を推
進していきます。
　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。

代表取締役社長



中間期末店舗数（2014年8月31日現在）当期出店状況（2014年9月30日現在）

開店日 店舗名 所在地

上
　
期

3月  1日 マックスバリュ青島中心広場店 中国山東省青島市

4月17日 ザ・ビッグエクストラ阿南店 徳島県阿南市

6月  5日 ザ・ビッグ美祢店 山口県美祢市

7月10日 ザ・ビッグ篠山店 兵庫県篠山市

7月30日 マックスバリュエクスプレス庚午店 広島県広島市

下
期

9月  5日 マックスバリュ祇園店 広島県広島市

9月  5日 マックスバリュ高取店 広島県広島市

SSM SM CSM BIG 合計
兵庫エリア 54 27 3 2 86
岡山エリア 3 0 0 8 11
広島エリア 10 8 1 9 28
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） 1 1 0 0 2

合　計 95 41 4 38 178
※  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）

マックスバリュエクスプレス庚午店 ザ・ビッグ美祢店 ザ・ビッグエクストラ阿南店

地域に根ざした店舗展開。

店舗展開 1

上期に新たに国内4店舗、中国１店舗を出店
マックスバリュ西日本では、成長戦略の一環として、地域特性
に合わせた店舗業態の新規出店を推し進めています。当上期
は、4月に「ザ・ビッグエクストラ阿南店」（徳島県阿南市）を
オープンしたのを皮切りに、「ザ・ビッグ美祢店」（山口県美祢
市）、「ザ・ビッグ篠山店」（兵庫県篠山市）、小型スーパーマー
ケットの「マックスバリュエクスプレス庚午店」（広島県広島市）
をオープンしました。下期に入ってからも、９月に「マックスバ
リュ祇園店」（広島県広島市）「マックスバリュ高取店」（広島県広
島市）を出店しています。
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マックスバリュ祇園店（2014年9月5日オープン）。



冷凍食品の売場に最新式の什器を導入。 什器の配置を変更して、お客さまが買いまわり
しやすい売場に。

鮮度の良い商品を必要な量だけ買っていただ
けるよう、魚のバラ売りを実施。

農産売場は、特設コーナーを設けるとともに、
高さを低くして開放感を。

長州どりなど地場の特産品も品揃えを充実。

お客さま第一を実践。店舗活性化の推進。

店舗展開 2
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49店舗で活性化投資を実施
新店舗の出店に加えて、当社が重点施策の一つに掲げているの
が既存店活性化です。新店・活性化推進部主導のもと、個店ごと
の特性を活かし、お客さまにとってより便利で、お買い物がしや
すい、魅力的な店舗づくりに取り組み、地域の皆さまにご好評を
いただいています。また、従来の1,000㎡の店舗を中心に、ロー
コスト店舗のモデルづくりにも取り組み、効率的な店舗オペレー
ションの確立を目指しています。下期もスピードをもって両施策
に取り組み、より一層の店舗展開の強化を図っていきます。

ローコストモデル店舗としてリニューアルしたマックスバリュ青山店。
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地場産の野菜や
フルーツを取り揃
えています。
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お客さまの健康志向にお応えし
て、TOPVALUグリーンアイも
ますます充実。

ますます美味しい、麺とスープに
こだわったTOPVALU SELECT
の即席麺。

一品一品、お客さま目線でこだわりを。
マックスバリュならではの一品の開発
競合店との差別化を図り、魅力的な店づくりを進めるために、
当上期は「一品」にこだわった商品展開を推し進めました。従来
からの取組みであるトップバリュの拡販に引き続き取り組むと
ともに、味、品質、旬にこだわって吟味した“マックスバリュなら
ではの一品”の開発に注力。山口県内のマックスバリュ25店舗
での長州どり取扱い拡大、鮮魚や野菜をはじめとする地場商品
の品揃え強化、お客さまからのご要望の高いホットデリカコー
ナーの拡充など、さまざまな施策を実行しました。

人気のトップバリュもますます充実。

味と季節感にこだわったコロッケなど
の揚げものも、大好評。

新鮮なお魚をそのままお店で焼き上
げ、お手軽にお持ち帰り。

こだわりの

一品



お客さま価値の向上 2
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お得、便利、役に立つ。電子マネーWAON。
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マックスバリュ西日本
WAON発行枚数の推移（千枚）

ますますお得に、ご当地WAON
お客さまにとって利便性の高いWAON決済利用率の向上は、
売上高の増加に寄与していることから、より一層の販売拡大を
目指してさまざまなサービスを展開しています。ポイントが通常
よりも加算される「わくわくデー」（毎月5、15、25日）の開催、
特定の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
品の販売強化、また、55歳以上のお客さまを対象とした「G・G 
WAON」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。

お得なだけじゃない！WAONの社会貢献

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11枚の「ご当地WAON」が発行
されており、2013年度までの累計寄付額は約1,580万円となりました。

Hiroshima平和祈念
WAON

おかやま・子ども元気
WAON

WAON
4000万枚
突破記念

みんなにありがとう！
お買い物で当たるWAON キャンペーン
2007年に誕生したWAONは、本年4月末までに累計発行枚数
が4,000万枚を突破しました。皆さまのご愛顧に感謝を込め、イ
オン40周年とハローキティ40周年を記念した限定オリジナル
グッズが抽選で当たるキャンペーンを実施しました。

愛顔のえひめ
WAON

にぎわい徳島
WAON

萩・まちじゅう博物館
WAON姫路城WAON



マックスバリュ西日本では、約28万本の植樹を実施して
います。

海外での植樹活動（中国・蘇州）。

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。

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」、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いました。

社会貢献活動

地域とともに、お客さまとともに。

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。

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。
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マックスバリュ西日本の人財育成

2014年度の機構改革の柱として、スーパーバイザー（SV）部を新設しました。フレックス
社員、チーフ、担当者の技術向上、売場の出来栄えの向上、お客さまへのサービスレベル
向上を目標に掲げ、積極的に店舗を巡回して売場運営に関わるさまざまなOJTを行い、
店舗従業員全体のレベルアップを図っています。

0

200

300

100

2011年
2月期

2012年
2月期

2013年
2月期

2014年
2月期

2014年
8月期

マックスバリュ西日本植樹累計本数の推移（千本）



マックスバリュ西日本の取組み

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

本年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。今回の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 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1億257万円の寄付を広島市に実施しました。

イオングループの主な支援活動
イオン株式会社並びにイオングループ各社は、被災された方々が一日も早く平常
の生活に戻られることを願って、東日本大震災での復興支援の経験も踏まえ、災
害発生直後から支援活動を行っています。全国のイオングループ各社約2,300
店舗での緊急復興支援募金活動、広島市との包括提携協定に基づく要請物資の
提供など、被災者の方々やボランティア活動に参加されている皆さまに対して、
グループを挙げての包括的な復旧・復興支援活動を継続しています。

グループ会社 支援活動 内　容

イオングループ 生活必需品の支援 広島市との包括提携協定に基づき生活必需品の調達供給を継続的に行っています。

イオンペット株式会社 被災された方々の
ペットのケア

イオンペット広島祇園店において被災された方々のペット（犬・猫）のケアをお手
伝いします。

イオンフィナンシャルサービス
株式会社 住宅関連のサポート イオン銀行を通じ被災者の皆さまの住宅取得、および修繕資金にお役立ていただく

ため住宅ローンを低金利でご提供します。
イオンクレジットサービス
株式会社

金融サービスによる
支援

イオンカード会員さまのお支払い時期の繰り延べとご利用可能枠の一時的な増枠を
承ります

株式会社山陽マルナカ 温浴施設の無料
ご利用

被災者の方々、ボランティアの方々に、マルナカ可部店に併設の温浴施設「可べの湯」
のご利用を無料でご提供します。

グループ従業員 ボランティア活動
支援

復旧・復興の支援をさせていただくべく、イオングループ従業員によるボランティア
活動を行っています。

マックスバリュ西日本本社に集積された被災
地への支援物資。

各店舗でも実施されている「黄色いレシート
キャンペーン」の応募。
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主な支援活動（2014年9月5日時点）



▶資産
流動資産は、前年度末比31億34百万円増の276億31百万円とな
りました。これは主に、当四半期末が銀行休業日であったために現
金及び預金ならびにクレジット等の未収入金が増加した一方、関
係会社預け金の払戻による減少によるものです。固定資産は、減損
損失計上等により有形固定資産が減少した一方、繰延税金資産等
により投資その他の資産が増加し、前年度末比１億93百万円減
の、654億17百万円となりました。

▶負債
流動負債は、前年度末比40億５百万円増の412億64百万円となり
ました。これは主に当四半期末が銀行休業日であったために支払手

形及び買掛金が増加した一方、未払法人税等が減少したことによる
ものです。固定負債は、新規出店等による資産除去債務の増加やテ
ナント退店等による預り保証金の減少により、前年度末比33百万
円増の91億４百万円となりました。

▶純資産
純資産は、前年度末比10億98百万円減の426億81百万円となり
ました。これは主に、配当金の支払により９億15百万円減少したこ
とによるものです。

▶キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物の残高は、前年同期比４億57百万円増加し、
81億41百万円となりました。

当第2四半期
2014年8月31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 27,631 24,497
固定資産 65,417 65,611
　有形固定資産 45,647 45,987
　無形固定資産 556 604
　投資その他の資産 19,213 19,019
資産合計 93,049 90,108

（負債の部）
流動負債 41,264 37,258
固定負債 9,104 9,070
負債合計 50,368 46,329

（純資産の部）
資本金 1,670 1,670
資本剰余金 4,644 4,644
利益剰余金 31,222 32,167
自己株式  △39  △43
株主資本合計 37,497 38,439
その他の包括利益累計額合計 4,845 4,871
新株予約権 97 90
少数株主持分 241 377
純資産合計 42,681 43,779
負債純資産合計 93,049 90,108

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 2014年3月 1日
至 2014年8月31日

前第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 131,934 129,111
売上原価 101,911 99,467
売上総利益 30,022 29,643
その他の営業収入 3,007 2,956
営業総利益 33,030 32,599
販売費及び一般管理費 32,196 31,163
営業利益 833 1,436
営業外収益 204 164
営業外費用 39 51
経常利益 997 1,549
特別損失 763 990
税金等調整前四半期純利益 234 558
法人税等 380 404
少数株主損益調整前四半期純利益または純損失（△） △145 153
少数株主損失（△）  △116 △20
四半期純利益又は四半期純損失（△）  △29 174

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 2014年3月 1日
至 2014年8月31日

前第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 4,268 6,372
投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,895 △2,948
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,448 △1,205
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,141 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
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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176店舗、中国2店舗）
従 業 員 数 1,785名（パートタイマー、中国の従業員を含まず）
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 2014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 771

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 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8月31日現在

株 主 数 16,378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 林　　 洋次

取 締 役 守岡　 幸三

取締役および監査役 2014年8月31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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株主アンケート結果のご報告
今回、2014年2月期の招集通知において実施いたしましたアンケートへのご協
力、誠にありがとうございました。当社では皆様からのご意見、ご要望等を今後
の事業活動に反映させ、企業価値の向上に取り組んでまいります。
　ここに、ご回答の一部をご紹介させていただきます。

【アンケート調査結果】
調査対象：単元以上株主16,259名
調査期間：2014年5月7日〜5月26日
返 送 率：61.3%

贈与・相続、その他
5.3%家族・

知人の紹介
10.6%

当社関係者・
従業員・OB
2.7%

証券会社の
推奨・分析ツール
7.7%

当社以外
インターネット情報
8.8%

当社広告・ホームページ
2.4%

知って得する
株主優待
18.9%

当社の
お客さまだから
27.1%

四季報・日経会社情報・
他情報誌・新聞等
16.5%

9年以上
12.4%

7年～9年未満
16.5%

5年～7年未満
11.1%

3年～5年未満
8.9%

1年～3年未満
18.1%

半年～1年未満
7.0%

半年未満
26.0%

3,000株以上 1.4%
2,000～3,000株未満 1.7%1,000～2,000株未満 3.8%

500～1,000株未満
1.4%

200～500株未満
8.2%

100～200株未満
83.5%

その他 4.6%

無職
（定年後含む）

24.9%

パート・
アルバイト
6.0%

専業主婦（主夫）
18.0%

自営業 6.2%
公務員 5.3%

経営者・
会社役員
5.0%

会社員
30.0%

北海道 1.0%

近畿
53.2%

九州・沖縄 3.5%
四国 2.8%

中国
17.1% 中部

9.0%

関東
12.2%

東北 1.2%

その他 1.6%
イオングループだから
7.6%

当社のファンだから
1.7%

地元の企業だから
3.3%

株価の割安感
1.7%

株主優待
59.7%

配当
6.7%

安定性
9.9%

成長性
（値上り益期待）
7.8%

地域別

職　業

保有期間

取得のきっかけ

保有株数

購入時の重視項目

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。


