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お客さまの声を聞き、地域に根ざした「商品」「店舗」づくりに 
取り組み、増収・増益を達成しました。

*1.（EDLP）：毎日、お値打ち価格で販売し続けること
*2.（52週マーチャンダイジング）：販売する立場ではなく「お客さまの生活行動」に連動して	
	 商品構成や売場構築を実施すること
*3.（アウトソーシング）：自社内で行っていた業務を外部に一括して委託すること
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ごあいさつ

　下期においては、重点エリアである広島・兵庫・山口における
活性化投資による既存店の競争力強化に重点を置き、ドミナント
エリアのシェア拡大に取り組みます。当社は、500㎡〜3,000㎡
のスーパーマーケット、2,000㎡〜8,000㎡のディスカウントと
いう複数のフォーマットを有しており、それらを組み合わせるこ
とでシェアの向上を図ります。
　商品については、地域にこだわった取組みをさらに強化して
いきます。お客さまに「支持される商品」をポイントに、特に需
要の高い農産品や惣菜の強化に取り組みます。
　ローコストオペレーションの推進については、アウトソー	
シング*3による人時の効率的配分を推進するとともに、電気代
などのコストの継続的削減等に取り組んでいきます。また、シス
テムの導入による作業効率の改善も図ります。
　以上のような取組みにより、2016年2月期の連結業績は、
営業収益2,766億円（前年比102.5％）、営業利益47億円（前
年比111.0％）、経常利益48億円（前年比106.7％）、当期純利
益18億円（前年比109.7％）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、厚く
御礼申し上げます。
　当第2四半期のわが国の経済は、政府の経済対策や日銀の
金融政策の効果により、引き続き雇用・所得の改善がみられ、
景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、小売業界におい
ては、昨年4月の消費税率引き上げの影響は一巡したものの、
異業態との競争、インターネットを通じた取引の増加、円安に
よる原材料価格の高騰など、経営環境は厳しい状況が続いて
います。
　当社グループにおいては、本年度の方針である『Change!	
「1品」	Change!「1人」	Change!「1店」』に基づき、品揃えや売
場づくりなど既存の在り方を再度見直し、お客さまに選ばれる
店舗づくりに取り組みました。
　店舗開発については、当第2四半期に6店舗を出店いたしま
した。このうち、5店舗は直営面積1,000㎡クラスの小型店であ
り、小型店舗モデルと位置づけているマックスバリュ青山店
（兵庫県姫路市）のエッセンスを取り入れたローコストタイプの
店舗です。また、既存店の店舗活性化を15店舗で実施しまし
た。これらの店舗では、「お客さまの声」をもとに、お客さまから
支持されている商品の品揃えの強化、買回りの良い売場レイア
ウトへの変更などを実施しました。また、人口の都市集中や高
齢化などの今後の変化を見据え、スーパーマーケット業態の新
たな取組みにもチャレンジしました。当社において最も店舗年
齢が高く売場面積が最小（直営面積501㎡）であるウエルマー
ト平岡店（兵庫県加古川市）をマックスバリュエクスプレス平岡
店に改装しました。同店は、生鮮強化型の「小型スーパーマー
ケット」を目指して、地元市場からの仕入れを拡大し野菜や果

物の鮮度・品揃えを強化しました。また、ディスカウント業態で
は、ザ・ビッグ大内店において、基本戦略であるEDLP*1に加
え、こだわり商品の品揃えやお惣菜の充実など、価格に加え、
旬や美味しさといった付加価値を提供する新しいザ・ビッグ店
舗の確立に取り組みました。
　商品については、52週マーチャンダイジング*2を軸に生鮮の
強化に取り組みました。果物では、バイヤーが現地で商談した
和歌山の桃や山形のさくらんぼなどの「産地直送セール」を定
期的に実施しました。さらに、ライフスタイルの変化によって市
場が伸びている惣菜では、原材料にこだわったコロッケやかき
揚げなどオリジナル商品の開発に取り組みました。鮮魚や刺身
については、店内加工を強化する店舗と前年度に稼働した水産
加工センターからの供給に切り替える店舗を明確にし、品揃え
の充実、出来栄えの安定化を図りました。
　中国事業については、売上・客数拡大策として火・水曜市や、
無料送迎バスの運行、無料宅配に取り組み、経費面では広告宣
伝費の見直しを図るなど、事業の早期軌道化に向けた取組み
を強化しています。
　これらの結果、既存店売上高の回復、売上荒利率の大幅改
善により、当第2四半期の業績は、売上高1,348億91百万円
（前年同期比102.2％）、営業収益1,379億43百万円（前年同
期比102.2％）、営業総利益347億42百万円（前年同期比
105.2％）と好調に推移いたしました。また、販売費及び一般
管理費の計画的・継続的削減に取り組んだ結果、営業利益23
億3百万円（前年同期比276.4％）、経常利益24億37百万円
（前年同期比244.2％）、四半期純利益6億58百万円（前年同
期は純損失29百万円）の増収増益となりました。

代表取締役社長



マックスバリュ『テラッソ姫路』店  オープン！ 都市型スーパーマーケット誕生

新たな店舗モデルにチャレンジ！
2015年7月、新たな発見のある都市型スーパーマーケッ
トとして、「マックスバリュテラッソ姫路店」（兵庫県姫路
市）をオープンしました。JR姫路駅前に立地する同店舗の
商圏は、65歳以上人口が多く、また、単身世帯も兵庫県平
均と比べて約12％多いという特徴があります。そのような
背景を受け、惣菜コーナーを核売場と位置付け、同規模
店舗と比べて約2.5倍拡張し、出来立て、焼き立てにこだ
わった店内製造の惣菜・弁当、焼き立てパンなどを豊富に
展開。そのほかにも随所に工夫を凝らし、より機能的、効
率的なショートタイムショッピングを実現する売場構成
となっています。
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惣菜バイキング
煮物や中華、冷製パスタなど約20種類を
展開。スープバー、ご飯詰めセルフサービ
ス、BOXランチなども初導入しました。

ベーカリー・スイーツ
食パン・食卓パン・ブレッドのカ
テゴリーを拡大。また、ケーキや
デザートも充実。

精肉
味と品質にこだわった和牛を、
少量からとりそろえています。

イートイン
お買い求めの食品やセルフコー
ヒーなど、広いスペースでゆっ
たりくつろげる空間を提供して
います。

▲テラッソ姫路	外観

お客さま一人ひとりの生活に寄り添う店舗づくり
マックスバリュ西日本が新たに注力する都市型スーパー
マーケットのモデル店舗として、同店舗では、お客さまの
ライフスタイルへの対応を目指したさまざまな試みを導
入しています。即食商材、中食ゾーンの拡充のもと、旬の
新鮮な野菜・果物・鮮魚を揃えるとともに、「簡単便利」「個
食」をキーワードに、下ごしらえ野菜やカットフルーツ、少
量の精肉、鮮魚、刺身などの品揃えも充実させています。
「中食ゾーン」と「素材ゾーン」を組み合わせることで、お客
さま一人ひとりのニーズに対応する品揃えを実現してい
ます。

寿司・お弁当
バラエティに富んだお寿司やお
にぎり、お弁当が大好評。

鮮魚・焼き魚
地場産の鮮魚から調理済の焼き
魚まで、ニーズに応えてご用意。
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ザ・ビッグ	
丸亀城南店	　

当期出店状況（2015年8月31日現在）
開店日 店舗名 業態 所在地

3月17日 マックスバリュ古宮店 ＳＭ 兵庫県加古郡播磨町
3月20日 マックスバリュ平川店 ＳＭ 山口県山口市
5月26日 マックスバリュエクスプレス藤垂園店 ＳＭ 広島県広島市
6月23日 マックスバリュ光店 ＳＳＭ 山口県光市
7月17日 マックスバリュ西条御条店 ＳＭ 広島県東広島市
7月24日 マックスバリュテラッソ姫路店 ＳＭ 兵庫県姫路市

中間期末店舗数（2015年9月30日現在）
SSM SM CSM BIG 合計

兵庫エリア 53 29 3 2 87
岡山エリア 3 8 11
広島エリア 11 11 9 31
山口エリア 22 5 11 38
香川エリア 2 4 6
徳島エリア 3 3
愛媛エリア 4 1 5

合　計 95 45 3 38 181
※		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）

地域の皆さまのお声を活かした、積極的な店舗展開。

		マックスバリュ	
平川店

店舗展開

新たに6店舗を出店、活性化店舗も15店舗
当上期は、6店舗の出店と、15店舗のリニューアルを実施しました。
本年5月にオープンした「マックスバリュEx藤垂園店」（広島県広島
市）では、お客さま目線での大胆な店舗改革で成功を収めた「マック
スバリュ青山店」（兵庫県姫路市）のノウハウを取り入れており、ま
た7月にオープンした「マックスバリュ西条御条店」（広島県東広島
市）では、24時間多様なライフスタイルにお応えできる品揃えを目
指しています。
　今後も変化し続けるお客さまのニーズを的確にとらえ、満足度の
高い店舗づくりに取り組んでいきます。

マックスバリュ	
エクスプレス	　

平岡店	　

リニューアル

リニューアル

NEW!

NEW!

地域力とグループ力。情報発信も活かしてお客さまにご提供。

商品展開

		素材にこだわったコロッケ。

		地場産鮮魚も充実。

トップバリュ	SELECT	ギリシャヨーグルト	 	
トップバリュ	SELECT	発酵バター	

お客さまに支持される品揃えを追求
当上期は、52週マーチャンダイジングを軸にした旬商材の拡販に
加え、生鮮4品の強化に取り組みました。農産物や水産物において
は、選りすぐりの商材を現地で直接商談して取り揃えた品々を提供
する、バイヤーおすすめの「産地直送セール」を定期的に実施しまし
た。また、高まる中食需要への対応として、オリジナルの商品開発に
も注力。例えばお惣菜の中でも需要の高い「コロッケ」や「かき揚げ」
は、原材料にこだわった商品開発を実施し、発売当初から計画値を
上回る実績で推移しています。下期においては、より品質にこだ
わったトップバリュSELECTシリーズの取扱い品目の強化を図って
いきます。

		季節の天ぷら。

		地元ならではのフレッシュ・フルーツ。

インターネット社会による情報伝達の高速化を受け
て、「クックパッド」（メニューレシピサイト）を活用した
お買い得商品の情報発信など新たな集客策も実施し
ています。

レシピ ♪♪
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	マックスバリュエクスプレス藤垂園店



お客さまの利便性向上を目指して、広げる、広がるWAON。

電子マネーWAON

便利でお得、さらには地域貢献も
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
WAON。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）の開催をはじめ、さまざまな販促活動を展開し、お客
さまにご好評をいただいています。また、地域振興を目的として発
行される寄付金付きの「ご当地WAON」は、全国どこでご利用いた
だいても、利用金額の0.1％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では、現在13枚の「ご当地WAON」が
発行されています。

約5年にわたる姫路城の修理工事が無事に終了したことを記
念して限定WAONを発売。2015年2月22日に初開催された
「世界遺産姫路城マラソン2015」の特別協賛に伴い、参加者
全員に賞品としても贈呈しました。

姫路城WAON限定発売
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マックスバリュ西日本
WAON寄付額の推移（千円）

広がるご当地WAONの輪

マックスバリュ西日本は、営業地域である兵庫、岡山、広島、	
山口、香川、愛媛、徳島の各県や市とWAONを通
じた地域活性化包括連携協定を結んでおり、そ
のWAON発行枚数は、2015年8月末で、約
70万枚、寄付金も約2,590万円に達し、

より良い地域社会づくりに貢献し
ています。

		愛顔のえひめ
WAON

		広島県・子育てイクちゃん	
WAON

		桃太郎のまち
岡山WAON

おいでませ山口
WAON	

地域とともに、お客さまとともに。

社会貢献

地域の豊かな生活を育む取組みを
地域の皆さまのより豊かな生活のため、さまざまな環境保全や社会
貢献への取組みを推進しています。お客さまのご協力による寄贈活
動「黄色いレシートキャンペーン」や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」、青少年教育の発展に寄与する
ボーイスカウト活動の支援、買い物袋持参運動、食育活動、募金活
動など、お客さまとの接点である店舗を通じて、地域に根ざした
スーパーマーケットだからこそできる活動を展開しています。

イオングループ広島防災月間の実施。
2014年8月の広島土砂災害を機に、本年より8月を『イオング
ループ広島防災月間』とし、グループ企業が協働して、災害に
対する啓発活動を展開しました。広島市を中心に「マックスバ
リュ」「ザ・ビッグ」「マルナカ」「イオンモール」「イオン」の店舗
における募金活動、広島市消防団による防災・減災啓発活動
など、さまざまな取組みを実施しました。

		今年も、24時間テレビ「愛は地球を救う」へ協賛。写真はボランティアで参
加していただいた山口県立美祢青嶺高校の皆さん。

		左より（株）山陽マルナカ	井出社長、当社	加栗社長、松井広島市長、	
イオンリテール（株）	山口支社長、イオンモール（株）	山菅事業部長

「第23回世界スカウトジャンボリー」への支援。
世界の青少年教育の発展に貢献すべく4年に1度開催される
「世界スカウトジャンボリー」の第23回大会が、山口県山口市
で7月28日から8月8日まで開催され、世界中から約3万4000
人が集まりました。日本での開催は1971年以来、2度目の開
催となります。当社は、オフィシャルスポンサーであるイオング
ループの一員として同大会をバックアップしました。

		移動販売車を展示、参加者に地域の皆さまへの当社の	
支援活動をアピール。
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▶資産
流動資産は、前年度末比44億93百万円増の309億46百万円とな
りました。これは主に、現金及び預金が増加した一方、未収入金が
減少したことによるものです。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、保有株式の時価上昇により投資有
価証券が増加したことにより、前年度末比43百万円減の640億30
百万円となりました。

▶負債
流動負債は、前年度末比40億6百万円増の403億49百万円となり
ました。これは主に、支払手形及び買掛金、賞与引当金および設備
関係支払手形が増加した一方、未払消費税等が減少したことによ

るものです。固定負債は、前年度末比12百万円増の94億78百万
円となりました。これは主に、退職給付会計基準の変更により退職
給付に係る負債が増加したことによるものです。

▶純資産
純資産は、前年度末比4億32百万円増の451億49百万円となりま
した。これは主に、その他の包括利益累計額合計が増加したことに
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、前中間期比56億92百万円増の
138億33百万円となりました。

当第2四半期
2015年8月31日現在

前連結会計年度
2015年2月28日現在

（資産の部）
流動資産 30,946 26,453
固定資産 64,030 64,073
　有形固定資産 43,159 43,541
　無形固定資産 458 509
　投資その他の資産 20,413 20,022
資産合計 94,977 90,527
（負債の部）
流動負債 40,349 36,343
固定負債 9,478 9,466
負債合計 49,828 45,809
（純資産の部）
資本金 1,674 1,673
資本剰余金 4,648 4,647
利益剰余金 32,568 32,892
自己株式 △35 △40
株主資本合計 38,857 39,173
その他の包括利益累計額合計 6,161 5,327
新株予約権 93 90
少数株主持分 37 125
純資産合計 45,149 44,717
負債純資産合計 94,977 90,527

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	 2015年3月	 1日
至	 2015年8月31日

前第2四半期累計期間
自	 2014年3月	 1日
至	 2014年8月31日

売上高 134,891 131,934
売上原価 103,201 101,911
売上総利益 31,690 30,022
その他の営業収入 3,052 3,007
営業総利益 34,742 33,030
販売費及び一般管理費 32,439 32,196
営業利益 2,303 833
営業外収益 170 204
営業外費用 36 39
経常利益 2,437 997
特別利益 10 —
特別損失 570 763
税金等調整前四半期純利益 1,876 234
法人税等 1,304 380
少数株主損益調整前四半期純利益または純損失（△） 572 △145
少数株主損失（△） △86 △116
四半期純利益又は四半期純損失（△） 658 △29

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	 2015年3月	 1日
至	 2015年8月31日

前第2四半期累計期間
自	 2014年3月	 1日
至	 2014年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,648 4,268
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,738 △2,895
財務活動によるキャッシュ・フロー △952 △1,448
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △31
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,833 8,141

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 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 16億74百万円
営 業 所 数 183店舗（国内182店舗、中国1店舗）
従 業 員 数 1,723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 2015年8月31日現在

イオン株式会社 15,234千株

マックスバリュ西日本グループ社員持株会 738

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8月31日現在

株 主 数 18,200名

発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 26,207,209株

株式状況 2015年8月31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8月31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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「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
毎年2月末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（1部店舗を除く）。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
（各年2月末日時点）

1,000株〜1,999株
（各年2月末日時点）

2,000株以上
（各年2月末日時点）

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。


