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商業を通じて地域社会に
奉仕しよう

「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（一部店舗を除く）。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。

西日本株式会社
証券コード：8287



地域のお客さまの声にお応えする
店舗づくりに取り組み、増収・増益を達成しました。

2016年度上半期の業績

下期の取組みと通期の見通し

※（えるぼし認定）：女性活躍推進に関する取組みが優良な事業主に与えられる認定。

　店舗開発については、既存店舗の競争力強化を図るために
活性化投資を18店舗で実施しました。そのうちの1つザ・ビッ
グ倉敷店は、既存店の建て替え期間中のみ、お客さまにご不便
をかけないことを目的に敷地内で営業する仮店舗であり、
3,000〜5,000m2の大型店が中心だったザ・ビッグ事業にお
いて1,000m2規模の小型店を実験する意味合いがあります。
　中国事業については、本年8月に3号店となるマックスバリュ
海岸錦城店をオープンしました。1、2号店の店舗づくりで培っ
た経験を踏まえ、経営の軌道化を図ります。
　人材への投資については、お客さまのために全従業員が成長
することを目指し、研修の強化や女性の活躍推進などの施策を
実行し、それらの取組みが評価されて広島県で初の「えるぼし」
認定※を取得しました。
　さらには、店舗を拠点に地域との連携を図る取組みとして、
スポーツや伝統文化を通じた活動を行いました。本年6月、当
社が運営するショッピングセンターにて開催した神楽イベント
を皮切りに、広島の伝統文化である神楽の支援活動をスター
ト。神楽の魅力を広く地域のお客さまに伝えるための取組みを
継続していきます。
　これらの結果、当第2四半期の業績は、売上高1,365億10
百万円（前年同期比101.2％）、営業収益1,396億10百万円

（前年同期比101.2％）、営業総利益352億78百万円（前年同
期比101.5％）と堅調に推移しました。また、営業利益28億72
百万円（前年同期比124.7％）、経常利益29億83百万円（前年
同期比122.4％）、四半期純利益15億91百万円（前年同期比
241.6％）となり、増収増益を達成しました。

下期においては、引き続きドミナント強化によるシェア拡大に
取り組みます。山口県、兵庫県での新規出店を予定しており、ま
た店舗活性化については、マックスバリュから生まれ変わった
ザ・ビッグ徳山西店が大変好調に推移していることから、地域
のお客さまのニーズを見極めながら業態を超えた活性化も積
極的に推進します。さらには、物流改革にも着手し、より一層の
効率化、最適な物流体制の構築を目指して物流部を新設する
予定です。商品開発については、来期の創業35周年に向けて開
発スピードを加速させるとともに、地元の食材を使った魅力的
な商品の開発を進めていきます。
　これらの取組みにより、2017年2月期の連結業績は、営業収
益2,798億円（前年比101.4％）、営業利益62億円（前年比
102.2％）、経常利益64億円（前年比102.0％）、当期純利益
26億円（前年比103.9％）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2四半期連結累計期間の国内経済は、雇用・所得環境の
改善傾向等を背景に、緩やかな回復基調となりました。一方小
売業界においては、おおむね堅調に推移したものの、依然とし
て続く業態を超えた競争の熾烈化などにより厳しい経営環境
が続いています。
　このような状況下、当社は、中期の基本戦略である「商品本
位の改革」「人材への投資」「地域との連携」に基づいた施策を
行い、地域のお客さまに圧倒的に支持される店舗づくりに取り
組みました。
　商品については、マックスバリュとザ・ビッグの商品開発機能
を統合した商品開発本部を新設。デリカ商品を中心に自社オリ
ジナル商品の開発に注力し、当上期には25アイテムを開発しま
した。また、「山梨ぶどうフェア」開催にあたっては、事前に県知
事を訪問し、マックスバリュとザ・ビッグで業態の垣根を越えた
共同仕入れを行うなど、産地フェアにおけるプロセス改革に取
り組みました。

21

代表取締役社長

ごあいさつ
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イオン・
マックスバリュ
西日本 店舗等

食品リサイクル
ループ

イオン
アグリ創造（株）
三木里脇農場

大栄環境
堆肥化施設
コンポスト

ファクトリー

農産物

食品残渣

堆肥

新たなチャレンジで、お客さまに支持される商品を
さらにおいしく、安全・安心な商品を目指して
2016年2月、広島水産センター（広島市西区）が新たに稼働し
ました。これまで店舗ごとに行っていたお魚の調理、加工などを
同センターで一括して行うことで、より一層の効率化と品質、品
揃えの安定化を進めていきます。現在、広島県内の21店舗への
供給を実施しており、今後は順次供給店舗を拡大していく計画
です。また、農産部門では、イオン完結型食品リサイクルループ
で生産したお野菜の取り扱いを開始しました。イオンの店舗か
ら出た食品廃棄物を基にした堆肥を使ってイオン直営農場（兵
庫県三木市）で育てた野菜は、新鮮で環境にやさしい地場野菜
として注目を集めています。

お客さまの声にお応えした自社開発商品
2016年3月、本年度の基本戦略の1つ「商品本位の改革」を推
進するため、マックスバリュとザ・ビッグの商品開発機能を統合
した商品開発本部を新設しました。組織下には、デリカに関わる
全機能を集約したデリカ商品部、新商品、新カテゴリーの開発
を行うデリカ商品開発部、35周年に向けたオリジナル商品や地
元商品の開発を担う商品開発企画部を設置。始動より半年余り
ですが、お客さまの声やお客さまと接する機会の多い従業員の
意見を反映して、よりおいしく、地域のお客さまに支持いただけ
る新商品を続々と誕生させています。

  照り焼きチキンステーキ
タレにこだわり、甘すぎないシンプルな味付けに。

 広島水産センター
早朝に仕入れた魚を即調
理し、午前中に店頭へ。

  ぐるぐる野菜
　 食品リサイクルループで
　 生産されたキャベツ。

リサイクルされた堆肥
堆肥化施設コンポストファクトリー

でつくられた堆肥。

 具沢山のちらし寿司
具材の数を11種類から17種類に増やし、
食感と色どりが楽しめる自慢の一品です。

 ほうれん草の白和え
国産ほうれん草を使用、豆腐の旨みもさらにアップ。

 塩パン
口当たりがまろやかな淡路島の藻塩を使用。

水産センター供給店舗数

0

80

60

40

20

2016年
2月期

2016年
8月期

2017年
2月期
（予定）

29
42

62

商品展開
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積極的に活性化を実施！地域に密着した店舗づくりの推進
上半期は18店舗をリニューアルオープン
マックスバリュ西日本では、地域のお客さまに圧倒的に支持さ
れる魅力的な店づくりを目指して、既存店の活性化に注力して
います。当上期は、ザ・ビッグ安古市店（広島県広島市）、マック
スバリュ東山店（兵庫県姫路市）はじめ、18店舗をリニューアル
しました。お客さまの声に耳を傾けた売場づくりで、さらにおい
しく、便利に、あてにされるお店に生まれ変わった各店舗は、い
ずれも地域のお客さまから大変ご好評をいただいています。

ここが違う！活性化店舗の売場づくり
活性化施策を実施するに当たり、私たちが最も大切にしている
のは“お客さまの声”です。例えばマックスバリュ東山店（兵庫県
姫路市）では、「入口が1カ所しかなく不便」という声を受け、入
口を2カ所にする大改装を実施。またマックスバリュ大池店（兵
庫県神戸市）などでは、鮮魚売場にお客さまと会話できる対面
コーナーを新設しました。その他、惣菜売場の拡充、くつろぎス
ペースの設置などもすべてはお客さまの声がきっかけとなって
生まれたもの。このようにお客さま目線に立った売場づくりを
追求することで、競合店との明確な差別化を図っています。

2016年度活性化店舗 （2016年9月現在）

開店日 店舗名 業態 所在地

4月21日 ザ・ビッグ安古市店 BIG 広島市安佐南区

4月26日 マックスバリュ東山店 SSM 兵庫県姫路市

5月14日 マックスバリュ今治阿方店 SSM 愛媛県今治市

5月28日 マックスバリュ市川店 SSM 兵庫県神崎郡

6月18日 マックスバリュ別所店 SM 兵庫県三木市

6月25日 マックスバリュフォレオ広島東店 SSM 広島市東区

7月16日 マックスバリュ大池店 SSM 神戸市北区

9月24日 マックスバリュ段原店 SSM 広島市南区

業態別店舗数�(2016年8月31日現在）

132

39

9

マックスバリュ

マックスバリュ
エクスプレス

ザ・ビッグ

計
180
店舗

マックスバリュ東山店

マックスバリュフォレオ広島東店

ザ・ビッグ安古市店

  石窯ピザ
当社初の石窯オーブンを導入、
出来立てピザをご提供。

（マックスバリュ東山店）

いろどりデリ  

デリカコーナーの面積を大幅
に拡大し、品揃えを強化。

（マックスバリュ今治阿方店）

くつろぎスペース  

購入したお弁当などをその場
で楽しめるスペースを新設。

（マックスバリュ別所店）

  じもの逸品 水産朝市
地元の漁港で朝一で水揚げさ
れた新鮮な魚介を直送販売。

（マックスバリュ段原店）

その他12店舗で活性化を実施予定

店舗展開
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ザ・ビッグ初の小型店が登場！中国3号店もオープン！
ザ・ビッグ初の1,000m2クラス店舗がオープン
マックスバリュ西日本では、出店する地域のさまざまなニーズ
にお応えするため、新たな店舗フォーマットの開発に取り組ん
でいます。
　ザ・ビッグ倉敷店（岡山県倉敷市）は、建物を建て替えるため
2016年5月に閉店しましたが、6月に店舗駐車場内に仮店舗を
オープンしました。コンパクトな売場ながら、野菜、鮮魚、出来立
ての惣菜などを豊富に取り揃え、売場レイアウト、オペレーショ
ン等を工夫することで地域のお客さまにご不便をおかけしない
店づくりを実現しており、ザ・ビッグにおける小型店の方向性開
拓につながりました。

中国1、2号店で培ったノウハウを凝縮
2016年8月、中国3号店となるマックスバリュ海岸錦城店（山
東省青島市）がオープンしました。お客さまの日々の生活にご不
便を感じさせない商品、サービスの提供をコンセプトに、中国
1、2号店で培ったノウハウを活かした店づくりを実践していま
す。お野菜・果物については、市場からの直接仕入れ商品、旬商
品を中心に揃え、1週間ごとにお値打ち価格にてご提供。また、
加工食品、日配食品、日用品については、2週間ごとに「お買得・
おすすめ商品」を選定するなど、地域のお客さまの暮らしを支え
る多彩な取組みを展開しています。

ザ・ビッグ倉敷店（仮店舗）

新店舗の開店は2017年
春〜夏頃を予定。

中国・マックスバリュ海岸錦城店

  加工品売場
米・小麦・油など人気の地
元ブランドを中心にアイ
テムを拡大しています。な
かでもお酒は、現地で人
気の「白酒」を最重点商品
として強化しました。

  大型商業施設「紅錦坊」の核テナントとして出店。開店時には大きなに
ぎわいを見せました。

野菜売場  

現地の農産市場からの直
接仕入れ商品や、季節の
旬商品を中心に1週間ご
とに「震撼商品」として、お
値打ち価格にて提供して
います。

業態／県別店舗数�（2016年8月31日現在）

SSM SM CSM BIG 合計

兵庫エリア 53 28 3 2 86

岡山エリア 3 8 11

広島エリア 12 10 9 31

山口エリア 21 5 12 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 43 3 39 180

※  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）

2016年度出店店舗（2016年8月現在）

開店日 店舗名 業態 所在地

国 内

6月出店 ザ・ビッグ倉敷店（仮店舗） BIG 岡山県倉敷市

9月出店 ザ・ビッグ徳山西店 BIG 山口県周南市

11月予定 マックスバリュ周南久米店 SSM 山口県周南市

11月予定 マックスバリュ塩屋北店 SSM 神戸市垂水区

海 外

8月出店 マックスバリュ海岸綿城店 ＳSＭ 中国山東省山口県
広島県

岡山県
兵庫県

香川県

徳島県愛媛県

38
31

11
86

6

35

県別店舗数（2016年8月31日現在）  

店舗展開

新店舗
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  研修センターにおける
チェッカー研修
実店舗と変わらない設備で
スキルを向上させます。

一人一人の成長がお客さまのために お客さまにとってより便利なお店へ
お客さまの満足＝従業員の満足
従業員がそれぞれの能力を最大限発揮できる機会を提供し、商
品やサービスを通じてお客さま満足を高めることができるよう
に。マックスバリュ西日本では、活力ある良き組織風土を醸成し

「お客さまのために従業員一人ひとりが成長し続ける」会社を目
指して、多様な人材を活かす人事制度や独自の研修制度を導入
するなど、人材育成に注力しています。また、女性が働きやすい
環境づくりにも重点を置いており、2016年8月には、女性活躍
推進に関する取組みが優良な事業主に与える「えるぼし」認定
を取得しました。広島県では初の認定企業です。

お客さま一人ひとりが便利で快適にお買い物
地域のお客さまの暮らしを、日々のお買い物を、より便利にする
ために。マックスバリュ西日本では、レジの待ち時間を短縮する

「お支払セルフレジ」の導入やイオン銀行ATMの設置、「移動販
売」など、利便性向上のためのサービスを充実させています。
　ご利用金額に応じてポイントが貯まる電子マネーWAONは、
2016年6月より新たなサービス「smart WAON」がスタートし
ました。これまで以上にお得にWAON POINTを貯めて、使っ
ていただくため、お客さまに会員登録をお勧めしています。

  町坪研修センター（兵庫県姫路市）
生鮮3部門、惣菜、ベーカリー、レジの各研修室を
備えた研修センター。正社員だけでなくフレック
ス社員も対象に、実践的な研修や技能検定を行
うほか、会議などにも活用されています。

  サービスコンクール
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、売
場商品などを審査し、優秀店を表彰しています。

  ハッピーレター運動
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、優れた事
例を表彰し、感動の共有によってサービスレベル
を高めています。

  「えるぼし」認定の授与式
マックスバリュ西日本は、ダイバーシティ推進活動に注力し、女性店長・副
店長も多数誕生しています。

セルフレジ・お支払セルフレジ導入店舗数（国内）

  お支払セルフレジ
本年2月より一部の店舗にて
導入を開始した「お支払セル
フレジ」。お客さまにご好評を
いただいており、導入店舗を
拡大しています。

セルフレジ
導入店舗

お支払セルフレジ 
導入店舗

  移動車両
比較的店舗が少ない地域の
方々のために、食料品や日用
品を専用車に積載して巡回す
る「移動販売」は、2016年8
月末現在124カ所を巡回して
います。

  WAON POINT カード

 WAON カード  

  WAON クレジットカード

44

10
126

総店舗数
180

人材育成 サービスの充実
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  下松市こども 
みらいWAON

地域とともに

地域に密着した当社ならではの取組み 地域にとってなくてはならない企業に
便利でお得なお買物を通じて身近な地域貢献
地域振興型電子マネー「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で
は、現在13種類の「ご当地WAON」を発行しています。当上期
は、「下松市こども未来WAON」の利用金額の一部36万3,227
円を下松市へ「萩まちじゅう博物館WAON」の利用金額の一部
122万5,152円を萩市へ、それぞれ寄付を実施しました。

事業を通じたさまざまな活動
当上期も各店舗を拠点に、お客さまのお役に立てるさまざまな
活動を展開しました。レジ袋の削減については、2016年4月1日
より、加古川市内10店舗、播磨町内1店舗で無料配布を中止し
ました。食育活動や募金活動も積極的に行っています。その他、
山口県内の3店舗（マックスバリュ小野田店・マックスバリュ厚
狭店・マックスバリュ恩田店）で、地元の高校生が考案した“寝太
郎かぼちゃ”「どら焼きプリン」を販売するなど、地域に密着した
ユニークな取組みを実施しました。

地域との連携を積極的に推進
マックスバリュ西日本は、株式会社レノファ山口、レノファ山口
FCのホームタウン自治体との「地方創生、まちづくりパート
ナーシップ包括連携」協定を締結しており、レノファ山口FCと
の協働・応援を通して、地域活性化のお手伝いを推進する取組
みを行っています。また、「平成28年熊本地震」に際しての募金
活動、恒例となった「24時間テレビ39〜愛は地球を救う」への
協賛など、お客さまのご協力を得ながら地域社会に貢献する取
組みを行い、地域との連携を進めています。

  食育活動
食育活動の一環として、周防大島

（山口県大島郡）にて初の食育イベ
ントを開催しました。

神楽イベント  

広島広域都市圏協議会“神楽”ま
ち起こし協議会と連携し、継続的
に神楽イベントを開催、地域の伝
統行事の振興を支援しています。

  24時間テレビ協賛
24時間テレビ39「愛は地球を救う」に今
年も参加、レノファ山口と協働してスタジ
アムでの募金を募りました。

  園庭芝生化
レノファ山口FCの選手も参加
して幼稚園庭の芝生化活動を
実施。

  イオンフィールド
レノファ山口FCとのコラボ
レーション商品をレノファ山
口FCホームゲーム会場内「イ
オンフィールド」で発売。

  福祉車両贈呈
参画しているイオン社会福祉基金を
通じて、社会福祉法人松星苑（山口県
下松市）に福祉車両を贈呈しました。

  レジ袋削減
レジ袋無料配布中止に伴い、マイ
バッグのご利用を推進しています。

  どら焼きプリン
やまぐちブランドに認定されている
寝太郎かぼちゃを使った、“寝太郎
かぼちゃ”「どら焼きプリン」を販売。  「下松市こども未来WAON」寄付金贈呈式（2016年8月5日）

  荻まちじゅう  
博物館WAON

地域とともに
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▶資産
流動資産は、前年度末比32億31百万円増の352億13百万円とな
りました。これは主に、現金及び預金が32億56百万円増加したこ
とによるものです。固定資産は、保有株式の時価下落により投資有
価証券が18億81百万円減少したことにより、前年度末比19億72
百万円減の594億14百万円となりました。

▶負債
流動負債は、前年度末比18億50百万円増の395億9百万円となり
ました。これは主に、支払手形及び買掛金、設備関係支払手形が増
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、前年度末比57百万円減の95億18百万円となりました。これ
は主に、退職給付に係る負債が減少したことによるものです。

▶純資産
純資産は、前年度末比5億35百万円減の455億99百万円となりま
した。これは主に、利益剰余金が増加した一方、その他有価証券評
価差額金が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、前中間期比48億97百万円増の
187億30百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間
2016年8月31日現在

前連結会計年度
2016年2月29日現在

（資産の部）
流動資産 35,213 31,982
固定資産 59,414 61,386
　有形固定資産 40,950 41,345
　無形固定資産 409 478
　投資その他の資産 18,053 19,562
資産合計 94,627 93,368

（負債の部）
流動負債 39,509 37,659
固定負債 9,518 9,575
負債合計 49,027 47,234

（純資産の部）
資本金 1,688 1,683
資本剰余金 4,619 4,657
利益剰余金 35,081 34,410
自己株式 △14 △23
株主資本合計 41,375 40,727
その他の包括利益累計額合計 4,127 5,312
新株予約権 64 66
非支配株主持分 32 27
純資産合計 45,599 46,134
負債純資産合計 94,627 93,368

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 2016年3月 1日
至 2016年8月31日

前第2四半期累計期間
自 2015年3月 1日
至 2015年8月31日

売上高 136,510 134,891
売上原価 104,332 103,201
売上総利益 32,178 31,690
その他の営業収入 3,099 3,052
営業総利益 35,278 34,742
販売費及び一般管理費 32,405 32,439
営業利益 2,872 2,303
営業外収益 177 170
営業外費用 66 36
経常利益 2,983 2,437
特別利益 103 10
特別損失 125 570
税金等調整前四半期純利益 2,962 1,876
法人税等 1,408 1,304
四半期純利益 1,553 572
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △37 △86
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,591 658

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 2016年3月 1日
至 2016年8月31日

前第2四半期累計期間
自 2015年3月 1日
至 2015年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,634 8,648
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,375 △1,738
財務活動によるキャッシュ・フロー △948 △952
現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 5
現金及び現金同等物の四半期末残高 18,730 13,833

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 16億88百万円
営 業 所 数 182店舗（国内180店舗、中国2店舗）
従 業 員 数 1,696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 2016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 2016年8月31日現在

イオン株式会社 15,259千株

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 592

株式会社コックス 424

新光商事株式会社 328

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

イオンフィナンシャルサービス株式会社 235

宮本　美枝 206

大株主 2016年8月31日現在

株 主 数 21,290名

発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 26,234,009株

株式状況 2016年8月31日現在

取締役および監査役 2016年8月31日現在
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代表取締役社長 加栗　 章男
常 務 取 締 役 塩冶　 雅洋
常 務 取 締 役 柳川　 勝律
取 締 役 守岡　 幸三
取 締 役 砂村　 哲也
取 締 役 森永　 和也
取 締 役 村井　 正平

取 締 役 桑山　　 斉
取 締 役 渡瀬  ひろみ
常 勤 監 査 役 恒屋　 良彦
監 　 査 　 役 原　　 広基
監 　 査 　 役 小林　 良三
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商業を通じて地域社会に
奉仕しよう

「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（一部店舗を除く）。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。

西日本株式会社
証券コード：8287


