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マックスバリュ西日本は、お客さまに愛される お店づくりで、
中四国No.1のSM企業を目指します。

として続く節約志向による価格競争の激化や慢性的な人手不足
等、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況下において当社グループは、中長期的な経営
戦略の柱である「商品本位の改革」「人材への投資」「地域との連
携」に基づき、お客さまに支持されるお店づくりに取り組んでま
いりました。

●商品について
　健康志向や即食需要が高まるなか、有機野菜コーナーを37
店舗、「お魚屋さんのお寿司」を60店舗、「お魚屋さんの焼き
魚・煮魚」を96店舗へと展開いたしました。またデリカ部門で
は新商品開発に注力し、新たに36品目を発売しました。また低
価格志向への対応として、農産と日配部門の中から特に消費
頻度の高い商品を選び、競争店に負けない価格設定で集客を
図りました。

●新規出店について
　当連結会計年度においては、ディスカウント業態1店舗、スー
パーマーケット業態10店舗を新設いたしました。ディスカウント業
態では、ザ・ビッグ津山平福店（岡山県津山市）が、津山市初出店
を果たしました。スーパーマーケット業態では、地域の皆さまに22
年間ご愛顧いただいたマックスバリュ城北店（兵庫県姫路市）を
近隣に移転し、「価格・健康・利便性」をテーマに開店いたしました。
また株式会社広電ストアからの事業譲受により、広島市に５店舗
のマックスバリュを開店し、広島地区での事業強化を図りました。

　一方で、店舗網の効率的な構築を目的に、マックスバリュ大柿
店（広島県江田島市）を閉店いたしました。その結果、当連結会
計年度における当社の国内店舗数は182店舗となりました。

●人材への投資について
　採用人数の増加、並びに従業員の定着に取り組んでおりま
す。フレックス社員・アルバイト採用における仕事内容のミス
マッチ防止のため、「おしごと説明会・見学会・相談会」を実施
いたしました。新卒採用ではトップマネジメントによる会社説
明会を行い、応募者が前年より増加し、入社者数は前年比
109％となりました。

●地域との連携について
　2018年7月の豪雨で被災したマックスバリュ本郷店（広島
県三原市）では、三原市への寄附金贈呈や、地元高校生による
吹奏楽演奏などの復興応援・支援イベントを開催いたしました。
また広島県で開始された「朝ごはん推進事業」に、小売業では
初の参加企業として、モデル小学校への食材提供を実施いたし
ました。

●SM事業再編に向けた経営統合について
　中四国エリアにおける市場シェアNo.1のリージョナルSM
企業の実現を目指し、当社を株式交換完全親会社、株式会社
マルナカおよび株式会社山陽マルナカを株式交換完全子会社
とする株式交換を行いました。また、当社と株式会社光洋は吸

収分割契約を締結し、これにより当社の兵庫県東部エリア8店
舗を株式会社光洋へ譲渡いたしました。

　当連結会計年度の売上高は、とりわけ相場安の影響もあった
農産部門で低下した結果、2,686億34百万円（対前期比99.4 
％）となりました。また利益では低価格訴求強化による値入率の
低下に対し、利益商品の売場拡大や発注精度向上などの取り組
みで改善傾向にありましたが、売上総利益率は23.6％と前期比
0.2％減となりました。販売費及び一般管理費は人材派遣費用の
削減や電気使用量の削減などにより、計画内に収まりましたが、
売上総利益の落ち込みをカバーするには至らず、営業利益は26
億90百万円（同57.2％）、経常利益は30億円（同60.3％）、親会
社株主に帰属する当期純利益は9億92百万円（同40.2％）とな
りました。

　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 
加栗 章男

　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。
　当連結会計年度のわが国経済は、輸出の増加基調や雇用環
境の改善などを背景に、緩やかな回復基調となりました。当社グ
ループの経営基盤である兵庫、中四国エリアにおいても設備投
資や雇用環境が緩やかに改善しております。しかしながら、依然

2018年度の取組み

マックスバリュ本郷店
（広島県三原市）

2018年度の業績

※SM企業：スーパーマーケット企業

ご あいさつ
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利益の創出・最大化
中四国No.1のリージョナルSM企業へ！

株式会社マルナカおよび株式会社山陽マルナカとの経営統合
中四国No.1のリージョナルSM企業へ

経営統合

　国内のSM事業を取り巻く環境は、ドラッグストアやコンビニエンスス
トア、ネットスーパー等の発達によって、それぞれの住み分けが曖昧とな
り競争が激化しています。また人口の減少や生活スタイルの変化により

「健康志向」「低価格志向」「食の時短需要」など、市場ニーズの多様化が
見られます。こうした変化への対応策として、まずは地域ごとに一定以
上の規模を有する企業体となること、そして「地域商品の開発」「物流の
強化」「デジタル化」への投資強化が急務と判断。３社相互の経営資源や
ノウハウの共有を図るべく、経営統合が締結されました。経営統合によ
り、お客さまの需要を満たし、地域に最も密着した企業を目指します。

　3社の経営資源およびノウハウの共有化により、マルナカの生
鮮商品力を最大限に活かした生鮮強化型スーパーマーケットの
確立や、主要拠点へのプロセスセンターの配置と物流改革によ
る収益力の拡大も可能になりました。またエリア戦略に基づく販
売チャネル拡大による競争力の強化、システムプラットホームの
統廃合や本社機能の集約整理によるオペレーションコストの効
率化も実現。継続的に成長する強固な経営基盤を持った企業へ
と進化し、事業を展開するそれぞれの地域でNo.1の集合体を
目指します。

　当社、株式会社マルナカ、株式会社山陽マルナカの３社は、
経営統合により「地域密着型」の経営を強化していきます。こ
れまでの各店舗のブランドは継承しつつ、それぞれの魅力を
さらに高めるため、新たな商品やサービスの提供を積極的に
行います。また物流の再配置や新たなプロセスセンターの設
置、本社機能の集約など、事業の効率化にも注力。３社それぞ
れの強みを統合会社に活かすことで、利益の創出と最大化を
図り、中四国No.1のリージョナルSM企業へと躍進してまいり
ます。

　2019年３月、イオン株式会社の100%子会社である株式会社マルナカおよび株式会社山陽マルナカの2社が、当社の100％子会
社となりました。この統合に先立ち、2019年3月1日に兵庫県東部エリアの8店舗（星陵台店、西宮浜町店、西宮上田店、長田南店、須
磨海浜公園駅前店、東難波店、金楽寺店、塩屋北店）を、株式会社光洋に譲渡いたしました。

［経営統合の背景］
競争の激化と市場ニーズの
多様化への対応

［経営統合によるメリット］
３社それぞれの強みを活かした
経営戦略を展開

［今後の展開］
中四国エリアにおける市場シェア
No.1のSM企業へ

▲  左から平尾健一社長（マルナカ）、加栗章男社長（当社）、宮宇地剛社長（山陽マルナカ）

MV西日本 ※東証2部
［親会社］

3社合併
新会社
※東証2部

阪神・近畿エリア店舗の譲渡 
○MV：8店舗　○山陽マルナカ：14店舗

山陽マルナカ
［子会社］

マルナカ
［子会社］

今まで 2019年3月1日 その後
●3社経営統合の経緯

●３社統合による経営基盤の強化●エリアごとの事業戦略

●物流の再配置
●新たなプロセスセンター
　設置
●新たな商品・サービス提供
●良き企業風土・文化の融合
●店舗ブランド力継承と
　強化
●マルナカ子会社ノウハウ
　最大化

●共通システムによる
　効率化
●教育訓練制度定着と
　スキルアップ
●マルナカの生鮮商品力
●本社機能の集約整理
●地域連携の拡大と継続
●ノンストア事業の確立

3社各々の強みを統合会社に活かす

MV
西日本

※東証2部

山陽
マルナカ

※非上場

マルナカ

※非上場

広島県東部・愛媛県の空白エリアへ
の出店によるシェア拡大

兵庫県西部・岡山市・広島市・山口県
西部・香川県への積極出店によるド
ミナントエリア強化

戦略1

戦略2

徳島県西部の買い物困難エリアへの
移動販売事業やネットスーパーをは
じめとするノンストア事業の確立

戦略3

H O T  T O P I C S !
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徳島県
  3店舗

山口県

27店舗

12店舗

愛媛県
  4店舗

  2店舗

香川県
  2店舗

  4店舗

広島県

26店舗

9店舗

岡山県

3店舗

9店舗

兵庫県

79店舗

2店舗

（2019年3月1日現在）

兵庫、中四国エリアを中心に新店舗の開店やリニューアルを実施。
2018年度は新店11店舗、活性化16店舗を展開いたしました。 お客さまにさらに喜ばれる店舗を目指し、自社商品の開発や新たな売場づくりに注力。お客さま満足度の向上を図ります。

　マックスバリュ日高店をは
じめ、1年で合計16店舗がリ
ニューアル。第3四半期には
養父店と室積店、恵比須店を
リニューアル。地域のご要望
にさらにお応えする店舗へと
生まれ変わりました。

　2018年７月23日に締結した株式会社広電ストアからの事業譲受により、
これまで広電ストアが運営していたスーパーマーケット「マダムジョイ」５店舗
が、マックスバリュの楽々園店、千田店、江波店、矢
野店、牛田店として新たにオープン。地域のお客
さまから愛されてきた旬の野菜やこだわりの干物
などはそのままに、トップバリュなどの人気商品を
提供。また移動販売車による販売事業も継承する
など、広島地区での事業強化を目指します。

　2016年からの中期経営計画の柱の一つとして始動した「自社商品
の開発」を受け、漁港直送鮮魚を調理して提供する「お魚屋さんのお
寿司」や「お魚屋さんの焼き魚・煮魚」の売場がスタート。またオーガ
ニックの野菜や果物、加工食品、デイリー商品を提供する「グリーンア
イ オーガニック」や、添加物や原材料に配慮した「グリーンアイ フリー
フロム」のコーナーも増え、ますます高まる地元の新鮮食材への需要
や健康志向に応えます。マスメディア、Web、店頭が連動した商品訴
求により、商品の認知性を高め、魅力ある売場づくりをしていきます。

地域に愛されるお店づくりがモットー

新規店舗が続々誕生！

合計16店舗がリニューアル、
ますます愛されるお店へ

旧広電ストアの５店舗が、
マックスバリュとして新たにオープン

こだわりの自社商品開発や新たな売場づくりで
店舗の魅力をアップ

店舗情報 新商品・売場情報

新店舗

活性化

　噛むほどにもっちり、口の中に
しっとりなじむ食感がクセになる、

「毎日食べたくなる食パン」が誕生
しました。材料や製法にこだわっ
て、素材本来の甘みと絹のような
きめの細かい食感を実現。生食の

「弾力と柔らかさ」と、トーストの
「サクサク感」の両方を味わえる逸
品に仕上がっています。広島県、
兵庫県、岡山県、山口県、香川県、
愛媛県のマックスバリュ60店舗で
販売しています。

　ソースに使用
されている博多
の老舗「かねふく」
の明太子の味を
さらに引き出すた
め、マヨネーズを
マイルドな風味に
変更。さらに明太
子のつぶつぶの食感を楽しめるよう、配合にもとことんこだわり
ました。発酵種の香る風味豊かなフランスパンとの相性も良く、
ますますの人気商品になりました。広島県、兵庫県、岡山県、山口
県、香川県、愛媛県のマックスバリュ64店舗で販売しています。

食感がクセになる
「もっちり絹食パン」が誕生

人気商品「明太子フランス」が
リニューアル

自社商品を目玉にした、
新たな売場づくり

01 02
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365日笑顔と活気があふれる明るいお店へ
　「毎日の食生活にもっと鮮度を！」がコンセプト。地元産の野菜や県内の鮮魚、三田
ポークなど、地域の新鮮な食材を豊富に取り揃えました。焼き立てパン売場では長年
お客さまに愛されてきたホテルブレッドをリニューアルし、毎日焼き立てを提供します。

マックスバリュ三輪店
（兵庫県三田市）

9/26
新店

店長 堀内 友希

「買えば買うほど安さがわかる」をモットーに
　津山市に当社として初めての出店。魅力的な品揃えと価格で、「親子で一番行きたく
なるお店」を目指します。地元の方の声に応え魚の塩干商品も豊富にご用意。そのほか
国産和牛、普段使いの衣料品など、豊富な商品を驚きの価格で提供します。

ザ・ビッグ津山平福店
（岡山県津山市）

10/13
新店

店長 中村 徳行 下関で一番満足していただける品揃えが目標
　ショッピングセンターのシーモール下関の地下１階食品売場にオープン。お客さまにあっ
た日常を、「食」を通じて「豊かさ」を提供するお店を目指して、唐戸市場・下関中央市場など
地元市場から仕入れた鮮魚や、こだわりの地元商品を豊富にラインナップしています。

マックスバリュシーモール店
（山口県下関市）

11/30
新店

店長 山田 孝允

地域のお客さまの期待に応え続けるお店に！
　1997年のオープンから地元に愛されてきた城北店が新店舗としてオープン。地元
産の新鮮野菜やオーガニック野菜が豊富に揃う野菜売場や、瀬戸内海の鮮魚、県内
の三田ポークが並ぶ魚・肉売場を目玉に、お客さまから愛される店を目指します。

マックスバリュ城北店
（兵庫県姫路市）

9/26
新店

店長 中塚 満彦

▲  トップバリュ商品
が並ぶ店内

▲  マックスバリュ日高店

▲  お魚屋さんのお寿司

▲  「グリーンアイ オーガニック」の野菜・果物

▲  お魚屋さんの焼き魚・煮魚

▲  「グリーンアイ オーガニック」「グリーンアイ
フリーフロム」の加工・デイリー商品

▲  広島市や廿日市市で運営されていた移動販売事
業も継承。お買い物が困難な地域を応援します。

H O T  T O P I C S !
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❶来店時に溜まる
　マイピスコア

❷溜まったマイピスコアは、
　お店で使えるクーポンや
　グッズと交換

❸クーポンプッシュ配信

❹チラシなどの情報配信

新サービス

　お客さまのご来店促進と楽しいお買い
物体験の提供を目指し、マックスバリュ西日
本のスマホアプリを開発。2018年9月下旬
から全店で利用がスタートしました。来店時
に「マイピ」アプリを起動してお店のQRコー
ドを読み取るとルーレットが回り、結果に応
じたマイピスコアが獲得できます。溜まった
マイピスコアはクーポンやグッズに交換で
きる仕組みになっています。その他、お得な
クーポンやキャンペーン応募企画で来店意
欲を高め、集客につなげます。

（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

　店舗における作業効率の向上のため、
新しいPOSレジシステム「簡単レジ」を導
入。2018年度中に全店の入れ替えを完
了しました。レジ操作を簡単にすること
で、スピーディーに処理ができ、レジ待ち
時間の短縮が実現。従業員が余裕をもっ
てレジ作業ができることで、お客さまとの
会話も増やせます。また新しいマスター管
理や発注システムの導入も検討中。自動
で発注起案が行われるので、品切れのな
い売場維持の実現を目指します。

新開発のスマホアプリの提供開始や、新POSレジ導入による精算時間の短縮などで、
来店促進・お客さま満足度の向上を狙います。

新サービスの導入で、お買い物をもっと楽しく快適に

「マイピ」アプリが
誕生

「簡単レジ」を導入
お客さま一人当たりの精算時間を約10秒程度短縮！

スマホ
アプリ

新POS
レジ

●利用できるサービス

　　　アプリを
ダウンロードして
お店へ。

　　　アプリで
お店の入り口にある
QRコードを読み取
ります。

マイピスコア
獲得となります。

マイピ マイピ

マイピスコア獲得まで

※ マックスバリュ西日本が
運営する店舗に限ります。

※位置情報は「許可」に
　してください。

溜まったマイピスコアに応じて、
クーポンやグッズに交換

ルーレット
スタート！

マイピ
スコア
獲得！

❶キーボードレス化で教育
時間の短縮

❷処理時間の短縮

❸レジ担当者のミス防止

❹お客さまのレジ待ちを
　軽減

●新POSレジの特長

▶ガイダンスに従っ
て入力していく
ので、レジに慣れ
ていない人でも
簡単に操作でき、
教育時間も大幅
に短縮。

▲  画面タッチですべての処
理が完了。キーボード操作
が不要なので、レジ作業の
時間短縮が実現。

被災店舗の復興や、特別支援学校の応援など、地域との共生を大切に、
地元に密着した経営戦略を推進していきます。

地元密着型経営を推進し、地域から愛される店舗へ
地域との連携

　2018年７月の豪雨により約
３m冠水した本郷店が、地域の
方々のご協力をいただきなが
ら、ついに営業再開に至りまし
た。9月15日のオープニングに
際しては、地元高校の吹奏楽部

の演奏や、子供たちによる神楽公演など、地域の皆さまのご協力によ
るイベントを開催。そのほかブリのおふるまいや、日用品の無料配布、
三原市への寄附金贈呈式なども実施。「ほんごう 共に前へ！」をモッ
トーに、これからもお客さまと共に地域の復興に尽力していきます。

被災から復興！ マックスバリュ本郷店がリニューアルオープン
（広島県三原市）

特別支援学校の生徒に
よるカフェを支援

フードバンクポストで、
食品ロスの削減へ

広島県の「朝ごはん
推進事業」に協力

リニューアル

地域とともに

三原市産の食材や商品
が、売場の各所に設けら
れています。

地元広島・糸崎漁港から直
送の鮮魚を豊富に品揃え。
調理サービスも好評です。

地域の憩いの場になるよう
広くし、挽きたてコーヒーも
販売しています。

地元三原名物売場 水産売場 イートインコーナー
●売場・サービスのウリ

　マックスバリュ本郷店では、地元の三原特
別支援学校の生徒による一日カフェ開催へ
の支援として、イートインコーナーを提供。生
徒たちが接客や販売を行い、地域との交流
の場となりました。今後も月に一度の開催
で、生徒たちの活動を支援します。

　広島県でスタートした「朝ごはん推進事
業」に、小売企業として初の参加をしました。
モデル小学校の広島県廿日市市阿品台東
小学校へ、近隣店舗であるザ・ビッグ宮内
店から、毎月１回30食のパンを提供してい
ます。

　ザ・ビッグ萩店は、山口県の連携・協力の
もと、店頭にフードバンクポストを設置しま
した。まだ食べられるのに処分されてしまう
食品を、お客さまにフードバンクポストへ入
れていただき、必要な施設や人へ届けて食
品ロスの削減を目指します。

H O T  T O P I C S ! 地 域とともに
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　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ます。
　当期の期末配当金は、1株当たり38円としております。

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

当連結会計年度末
2019年2月28日現在

前連結会計年度末
2018年2月28日現在

資産の部
流動資産 34,216 37,612
固定資産 60,240 60,491

有形固定資産 40,262 40,395
無形固定資産 118 217
投資その他の資産 19,858 19,877

資産合計 94,457 98,104
負債の部

流動負債 35,795 38,410
固定負債 9,130 9,103
負債合計 44,926 47,514

純資産の部
資本金 1,702 1,699
資本剰余金 4,553 4,574
利益剰余金 38,226 38,231
自己株式 △16 △15
株主資本合計 44,465 44,489
その他の包括利益累計額合計 5,007 6,028
新株予約権 58 54
非支配株主持分 － 17
純資産合計 49,531 50,589
負債純資産合計 94,457 98,104

当連結会計年度
自 2018年3月 1日
至 2019年2月28日

前連結会計年度
自 2017年3月 1日
至 2018年2月28日

売上高 268,634 270,169
売上原価 205,193 205,864
売上総利益 63,440 64,304
その他の営業収入 6,303 6,144
営業総利益 69,743 70,448
販売費及び一般管理費 67,053 65,746
営業利益 2,690 4,702
営業外収益 385 369
営業外費用 75 93
経常利益 3,000 4,978
特別利益 450 94
特別損失 2,120 828
税金等調整前当期純利益 1,329 4,244
法人税等 361 1,832
当期純利益 968 2,412
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △24 △55
親会社株主に帰属する当期純利益 992 2,467

連結貸借対照表 連結損益計算書

当連結会計年度
自 2018年3月 1日
至 2019年2月28日

前連結会計年度
自 2017年3月 1日
至 2018年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,754 7,454
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,756 △4,108
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086 △1,068
現金及び現金同等物の期末残高 16,475 20,585

連結キャッシュ・フロー計算書

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 17億2百万円
営 業 所 数 182店舗
従 業 員 数 1,751名（パートタイマー、アルバイトを含まず）
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 株式会社三井住友銀行広島支店
株式会社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

株 主 数 27,299名
発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株
発 行 済 株 式 総 数 26,262,109株

会社概要 株式状況

大株主

配当について

氏名または名称 所有株式数
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 689
丸魚水産株式会社 472
株式会社コックス 424
加藤産業株式会社 323
新光商事株式会社 268
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

2019年2月28日現在 2019年2月28日現在

2019年2月28日現在
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URL : https://www.maxvalu.co.jp/
当社のホームページでは株主・投資家の皆さまに企業情報や財務情報について、積極的に情報開示を行っておりますのでぜひご覧ください。

●会社情報 ●株主・投資家の皆さまへ

ホームページのご案内

財 務 ハイライト 会社情報／株式情報
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100株～999株 1,000株～1,999株 2,000株以上

❶ご優待券

❷兵庫特産品

❸広島特産品

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）

播磨灘 いかなご釘煮

広島海苔 かき醤油味付のり

揖保の糸 特級ひね30束

新庄みそ 広島の味詰め合わせ

揖保の糸 特級ひね50束

賀茂鶴 特製ゴールド賀茂鶴

保有株式数
優待品

見本
見本

見本
見本

見本
見本

　「株主さまご優待券」は全国21社が運営する「イオン」「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」
「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舗で

「株主さまご優待券」を利用したいとのご要望にお応えし、実施しております。

「株主さまご優待券」のご利用対象店舗が拡大しています

全国の

イオンで
も

使えます
！

　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。

ご優待は保有株式数に応じて

第37期 報告書
商 業 を 通 じ て 地 域 社 会 に 奉 仕 し よ う

2018.3.1～2019.2.28

証券コード   8287

株主メモ 2019年2月28日現在

決 算 期 2月末日

基 準 日 2月末日（年1回）　その他必要あるときは、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1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）

証券コード：8287


