
第38期 報告書

商 業 を 通 じ て

地 域 社 会 に 奉 仕 し よ う

2019.3.1～2020.2.29

証券コード   8287



　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。

配当について
381株当たり配当金（円）
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●マックスバリュ西日本株式会社
　3月から実施の24時間営業の全面廃止と営業時間短縮によ
る売上低下を受け、下半期以降は各店ごとの最適な営業時間
を調査し、素早い移行を図りました。また、デリカやデイリー部門
などで設定した約20品目の「数を売る商品」を重点販売し、購
入商品点数の引き上げに成功しています。さらに「地域の味」を
テーマにしたプロモーションの強化や、需要が高まる「即食商
品」の販売強化、人気商品のリニューアル等で売場の魅力を訴
求した結果、既存店での売上高が前期比において、上半期から
13.4%の伸長を達成しました。

●株式会社マルナカ
　中期３カ年計画の３年目となる当期は、「マーチャンダイジン
グ」および「オペレーション」「マネジメント」の改革と「成長への
変革」を重点施策として、売上・荒利の改善に取り組みました。
廃棄売変の削減やデリカ部門の改善、水産改革などを実施し、
売上荒利率は前期比の0.7%アップを果たしました。また近年
高まりを見せる「即食商品」需要への対応策として生鮮部門で
は「おさかな工房」を全店に水平展開し、売上荒利率の目標を
2.1％上回る結果を出しています。

●株式会社山陽マルナカ
　当期は山陽マルナカ本来の強みを生かし、確実な成長と
2020年度以降の飛躍の基盤づくりに取り組みました。その
一環として山陽マルナカのブランド食材やデリカ商品を開発
し、生鮮・デリカ部門の再強化を実施。また「購入商品点数の
アップ」を目標に、楽しく快適にお買物できる店舗環境の再
整備をはじめ、売場ではデリカ部門にて手巻き寿司バイキン
グの実施や農産・加工食品のセット販売などを展開。一人当
たりの買上点数が前期比で0.2点増加しました。さらにデイ
リー商品の自動発注システム「MDware」を導入し、発注の
効率化を図っています。

　以上のような取組みや経営統合の影響を受け、当連結会計年
度は売上高5,340億37百万円（前期比198.8%）、営業収益
5,429億90百万円（同197.5％）、営業利益27億42百万円（同
101.9％）、経常利益31億72百万円（同105.7％）となりました。
マックスバリュ西日本株式会社の個別業績では10月の消費増税
等の影響で厳しい状況にありましたが、既存店売上高前期比は上
半期93.1%、下半期95.9%、２月度は99.0%と、確実に回復。また
３社の肉、魚、惣菜等の加工センターの相互活用をはじめとする、
グループのスケールメリットを生かした経営で、利益改善を果たし、
さらなる躍進を目指します。
　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。

◦新型コロナウイルスへの対応について
　次期2020年度は新型コロナウイルス等の影響で経済活動の収縮が予
想されています。当社としても感染拡大を防止する重大局面となってお
り、地域の皆さまのくらしを守るため、お客さまや従業員の安全を最優
先するという大前提のもと、感染防止に向けた対応・対策及び情報共有
に取り組んでおります。
　お客さまの生活必需品を安定的に供給し続け、食を支える企業とし
て、市場ニーズにスピーディーに対応し、地域を支えるライフラインと
しての使命を果たしてまいります。

　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
く御礼を申し上げます。
　当連結会計年度の国内経済は、企業収益や雇用環境の改善
などを背景に緩やかな回復基調となりました。こうしたなか、
2019年3月1日の株式会社マルナカおよび株式会社山陽マル
ナカとの経営統合を起点に、3社の経営資源やノウハウを共有化
し、グループシナジーを生かしたより強固な経営基盤の構築に
取り組んでまいりました。

2019年度の取組み

2019年度の業績グループのスケールメリットを
生かした経営戦略で、
利益改善と着実な成長を果たします

代表取締役社長 平尾 健一

業績ハイライト
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親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

（百万円）

ごあいさつ
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9県合計
389店舗

株式会社山陽マルナカ

地域のニーズに合わせて、お客さまに寄り添った業態で運営しています

地域に愛され、人が集まる場所を創出する 中四国・兵庫エリアで市場シェアナンバーワンの
リージョナルSM企業を目指す

株式会社マルナカ

マックスバリュ西日本株式会社
中四国・兵庫エリアで店舗を展開

お客さまに提供していく
3つの価値

「商業を通じて地域社会に奉仕しよう」
この地域に暮らすお客さまに、「いいもの」「いいこと」をもっとつくってお届けしたい。
地元に根ざした新しい魅力を、
感謝を込めて次から次。
「いいもの」「いいこと」「あなたにもっと」
マックスバリュ西日本は
これからもお客さまの暮らしと
より深くつながってまいります。

スローガン

業 態 名 スーパーマーケット
店 舗 面 積 1,000、1,500、2,000㎡
出店スタイル NSCの核店舗もしくは

フリースタンディング
販 売 商 品 食品95%、非食品5%

業 態 名 ディスカウントストア
店 舗 面 積 2,000、5,000、7,000㎡
出店スタイル フリースタンディング

もしくはNSCの核店舗
販 売 商 品 食品85%、非食品15%

1. 地域密着型の経営をします ●店舗を起点とした地域の生活者の、日々 の暮らしの貢献に挑戦しつづける企業
●地場産業とのつながりを重視する企業

2. 生鮮強化型SMを確立します ●旬・鮮度・美味しさを追求し、お客さまのライフスタイルの変化に合わせた
独自性のある豊富な商品を提供しつづける企業

3. 従業員満足を追求します ●教育の機会を創出し、すべての従業員が自ら学び、
キャリアデザインと自己実現を創造しつづける企業

4. ヒトとモノとコトを繋げる
ICT改革をします

●新たなサービスや今までにない商品、新たな価値や体験、
驚きを提供しつづける企業

5. すべての県単位で
ナンバーワンになります

●さらなるドミナント強化、空白エリアへの出店で、
なくてはならない唯一の存在でありつづける企業

2019年3月にマックスバリュ西日本株式会社と株式会社マルナカ、株式会社山陽マルナカは経営統合しました。
2021年3月の新会社設立に向け、各社の強みを生かし、さらなる発展を目指し、現在準備をすすめています。

四国・淡路の「ベストローカル」を目指し、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、
淡路島（兵庫県）でスーパーマーケット事業を核に、旅行、介護、製造（惣菜）
など生活に密着する幅広い事業を展開。

岡山県、広島県、兵庫県エリアにおいて地域に密着した圧倒的な品揃えと
生鮮力を武器に、スーパーマーケット事業を展開。

○設立：1960年3月　○本社：香川県 高松市　○店舗数：144店舗

○設立：1982年3月　○本社：広島県 広島市　○店舗数：184店舗

○設立：1987年9月　○本社：岡山県 岡山市　○店舗数：61店舗

「便利さ」「品揃え鮮度」「楽しさ」 買えば買うほど安さがわかります
3店舗 52店舗
9店舗

27店舗 3店舗
9店舗

広島：39店舗

岡山：64店舗

兵庫：93店舗

香川：72店舗

山口：39店舗

78店舗 6店舗
2店舗 7店舗

27店舗
12店舗

2店舗 66店舗
4店舗

高知：19店舗
19店舗

徳島：29店舗
3店舗 26店舗

鳥取：1店舗
1店舗

愛媛：33店舗
4店舗 26店舗
3店舗

（2020年2月29日現在）
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店舗情報

HOT TOPICS!

　高砂市で2005年に開店して以来14年、ずっと地域のお客さまに愛されてきた宝殿店
がリニューアル。地域の皆さまへより高いご満足を提供できるお店として生まれ変わりま
した。お客さまからのご意見を取り入れ、店舗の内装や外装、レイアウトなどに反映。明る
く広々とした店内に仕上がっています。さらに人気商品や新商品もふんだんに取り揃え、
地域で育った美味しい野菜や地元漁港の鮮魚、三田ポークなど地元の精肉も充実。魅力
ある品揃えと、心をこめたサービスでお客さまをお出迎えします。またレジの全てをセミセ
ルフレジにしてお待たせ時間を減らすなど、快適性の向上にも配慮しています。従業員が
一丸となって「楽しさ、便利、美味しいを提案できるお店づくり」を進めてまいります。

新たな食を実感し続けるお店を目指して！

店長 福本 貴司
マックスバリュ宝殿店

［兵庫県高砂市］

リニューアル10/26

　対面売場では地元漁港から仕入れ
る新鮮な魚介を豊富に品揃え。宝殿店
では同じ魚種を切身、お刺身、お寿司
へと美味しさを変えてさまざまな楽し
み方をしていただくことを目指して展
開しています。

地域一番宣言！
「鮮度抜群のお魚屋さん」

特徴❷

　美しい自然の中で育った三田ポーク
や、上質な飼料を与えた百日鶏など地元
商品をはじめ、鮮度と味にこだわった銘柄
牛を各種取り揃えています。また味付け
肉やレンジアップ商品など、手軽に美味し
く食べられる商品
も充実しています。

地場産のお肉を豊富に品揃え
「自慢のお肉屋さん」

特徴❸

「子どものお弁当はマックスバリュの冷凍食品で！」とお喜びいただける
よう、圧倒的な品揃えとお値打ち価格を実現。また、最速１０分でおうち
ごはんが完成する、まるごと献立キット トップバリュの「クッキット」も各
種取り揃え、忙しいご家庭を応援します。

リニューアルオープンで、ますます愛されるお店へ！
地域のお客さまから長くご愛顧いただいた店舗が、さらなる進化を目指してリニューアルオープン。
時代のニーズを先取りし、嬉しい驚きと高いご満足を提供します。 　1982年にウエルマートとしてオープンし、その

後マックスバリュ英賀保店へと業態を変え営業し
ていた同店が移転。「ちょっと贅沢で、グッと便利な
食卓提案発信基地」として新たにオープンしまし
た。お客さまに喜ばれる店づくりを目指し、惣菜売
場では当社自慢のとりからあげやコロッケなど、で
き立てで美味しい商品を提供。野菜売場では近年
の健康志向に合わせてサラダやトマトコーナーを
充実させました。また魚売場では、妻鹿漁港直送の
昼網でとれた鮮魚を提供します。骨を取り除いた切
り身魚や煮魚・焼魚なども展開し、お客さまの便利
で美味しい食生活に貢献します。「鮮度」「美味」「健
康」「地元」「便利」な価値を提供し、地域にとってな
くてはならないお店を目指します。

場所を移転し新しく生まれ変わりました！
マックスバリュ英賀保店

［兵庫県姫路市］

9/7
店長 橋本 裕介

マックスバリュ宝殿店
農産担当 後藤 珠稀

　リニューアルオープンする大型店の農産チーフを任されて以来、チーム各人
のレベルアップと意見が言いやすい雰囲気づくりに努めてきました。みんな高
いモチベーションのもと働いてくれるようになり、気がつけば、私が率いるの
ではなく全員が一丸となって部を運営していく、とても心強いチームに育ちま
した。また現所属の兵庫県初となるフルーツタルト部門の立ち上げも経験し、
とてもいい勉強になりました。今後は、お客さまが楽しく手軽に野菜や果物を
手に取っていただけ、毎日足を運びたくなるような売場づくりを目指します。

毎日お店に通いたくなるような
楽しく、手軽にお買物ができる売場づくりを推進　お買上いただいた焼き立てパンや作

り立てのお惣菜を、ゆったりとくつろぎ
ながら召し上がっていただけるよう、

「くつろぎスペース」を24席から46席
に拡大。地域の方々の交流の場として
もご活用いただ
いています。

落ち着いて食事ができる
「くつろぎスペース」

特徴❹

　兵庫県内の店舗で初となる、フルーツ
タルトや生ジュースを販売。売場の旬の
果物を、こだわりの生地とクリームにの
せて仕上げています。またジュースバー
では、注文を受けたその場で瑞々しい果
物をジュースにし、
提供しています。

旬の果物を贅沢に味わう
「フルーツタルト・生ジュース」

特徴❶

「すぐそこ育ち」コーナーを広く設け、地元「ひょうごの野菜」を多数品揃え

魚売場の惣菜コーナーでは
地元の鮮魚を調理して品揃え

街のお花屋さん
「フラワーショップ コローレ」が

お花に囲まれた生活をご提案
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　お客さまに愛され続けて19年、当社一番人気のホテルブレッド
が、さらにふんわり、そしてしっとり感をアップさせ、生まれ変わり
ました。発酵バターや生クリーム、卵黄の配合を工夫し、素材本来
の香りと甘みを引き出しています。また気温や湿度に合わせて、
0.1度単位で捏上温度と発酵時間を調整することで、ふんわり感
としっとり感の黄金比を実現しました。パンの耳の部分までふん
わりと柔らかに仕上がっています。
　焼かずにしっとり感を楽しんでいただいたり、トーストして「外は
カリッと中はもっちり」の極上の食感を味わっていただいたり、毎
日飽きずにお召し上がりいただける食パンです。兵庫・岡山・広
島・山口・四国の68店舗にて、販売されています。

　マックスバリュの５店舗にて、当社
初の試みとなるパン教室を開催。地
域の小学生と保護者を焼き立てパ
ン作業場にお招きし、当社自慢のク
リームパンとウインナーブレッド、ミ
ルクフランスづくりをご体験いただ
きました。またマックスバリュ周南久
米店では節分に合わせ、海鮮たっぷ
りの人気商品「開運 海鮮巻」や好き
な具材を使った「なんでも巻」づくり
を楽しんでいただきました。

日々変化する市場のニーズを先取りし、新商品の開発やリニューアルに注力。お客さまとの触れ合いイベントも
展開し、ますます地域のお客さまに喜んでいただける店舗へと進化していきます。

魅力あふれる新商品とサービスで、さらにパワーアップ

「夏休みお子さまパン教室」や
「親子で巻寿司体験教室」を開催

食育や、思い出づくりにふんわりとしっとりの黄金比
　フルーツバイヤーが産地にこだわって仕入れた新鮮な果物を惜
しみなく使用。カスタードクリームは北海道の生クリームと牛乳を使
用し、果物の味を引き立てる上質な味わいに仕上げています。春は
いちご・メロン・チェリー、夏は桃・プラム・ぶどうなど、旬にこだわった
新商品を続々展開。サイ
ズも直径15cmのファミ
リーサイズや5.5cmの一
口サイズなど、３種類を用
意しています。リピートで
購入されるお客さまも多
く、マックスバリュ海田店
と宝殿店の新たな人気商
品になっています。

人気
商品 イベント人気の「ホテルブレッド」が

さらに美味しくリニューアル

新商品・新サービス

　「超特選醤油」のた
まり醤油とこいくち醤
油をブレンドした“タ
レ”で旨味・コク・香り
をまとわせ、鶏肉の臭
みを消す隠し味の香
辛料と、リンゴ果汁で
マイルドな味に仕上
げる。そんな店内で

従業員が一つひとつ心を込めてつくる当社の「とりからあげ」が、
この度からあげグランプリ®で金賞を受賞しました。小さなお子さ
まからお年寄りまで誰にでも喜んでもらえるよう、“家庭の味”、“食
べ飽きない美味しさ”を目指して開発した自慢の逸品です。

商品本部 デリカ商品部 
焼き立てパングループ バイヤー 山本 弥生

　今話題の高級食パンの開発に取り組み、店内で焼き上げる「もっちり絹食パン」を商
品化しました。発売当日は「商品がうまく焼成できない」といった緊急連絡が何店舗か
らも入り、上手く製造する為のポイントをパンの状態ごとに取りまとめました。店長や
従業員も巻き込み、一丸となって調整したおかげで、現在は当社の焼き立てパンの中
で売上No.2の座を獲得するほどお客さまに喜んでいただける人気商品となっていま
す。さまざまな経験を糧に、今後もバイヤーとして他社には真似できないオリジナル商
品をお届けし、地域のお客さまにお喜びいただけるお店づくりに力を注いでいきます。

「とりからあげ」が
金賞を受賞！

第１１回からあげグランプリ®

西日本スーパー総菜部門 人気
商品 旬の果物がたっぷりのった

フルーツタルト

高い満足度で、リピート購入のお客さまも多数

「こんなに高いクオリティの商品がスーパーで！？」とお客さ
まに驚かれる商品力で、商圏エリアNo.1を目指します。

マックスバリュ本郷店（広島県三原市）での
パン教室の様子（2019年8月）

マックスバリュ周南久米店
（山口県周南市）での

巻寿司体験教室の様子
（2020年1月）

直径15cmの
ファミリーサイズ

直径5.5cmの
一口サイズ

人気
商品

１斤：本体価格２４０円（税込２５９．２０円）　１本：本体価格４８０円（税込５１８．４０円）

HOT TOPICS!
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J1

J2

J3/C1

J4/C2

S1

M2/C4

M1/C3

S2

S3

S4

マネジャー

スタッフ
バイヤー
店長

スタッフ
バイヤー
副店長

スタッフ
チーフ

チーフ

担当

担当 学習ノートⅠ項目
学習ノートⅡ項目

新入社員入社時研修［1回/年］
新入社員フォロー研修［3回］

3年目研修［1回／入社3年目］
現場チーフ研修［1回／年］

副店長候補者研修［公募(J4・C2以上）］
スタッフ候補者研修
対象コースABS［公募(J4・C2以上）］

新任商品部員研修［1回/1年目］
現職商品部員強化研修［1回/年］
現職商品部員
コンプライアンス研修［1回/年］
スタッフ候補者研修
対象コースABS［公募］
副店長候補者研修［公募］
店長候補者研修［公募］
S職候補教育プログラム［選抜］

新任副店長研修［1回/1年目］
現職副店長研修［1回/年］
スタッフ候補者研修
対象コースABS［公募］
店長候補者研修［公募］

新任店長研修［1回/1年目］
スタッフ候補者研修
対象コースABS［公募］
現職店長研修［1回/年］
S職候補教育プログラム［選抜］

幹部社員研修［1回/年］

スタッフ候補者研修
対象コースABS［公募］
副店長候補者研修［公募］
店長候補者研修［公募］

S職候補教育プログラム［選抜］

フレッシャー研修[1回/入社時］

担　当

チーフ

副店長 スタッフバイヤー

C1・J3候補者研修[公募］2年目研修[入社2年目］学習ノートⅢ項目

J3・Cl登用後研修［1回/年］

J4・C2登用後
フォロー研修［1回1年］

M1・C3登用後研修［1回/年］
M1・C3登用後
フォロー研修［1回/年］

M2・C4登用後研修［1回/年］

BMP［選抜］

部長

本部長

店長

労働環境の向上

働き方について

だれもが働きやすい環境づくりに取り組みます
地域で最も働きやすい会社を目指して、すべての従業員がそれぞれの能力を最大限発揮できる会社になれるよう、
一人ひとりの学ぶ意欲や活躍を支援するさまざまな社内制度を用意しています。

従業員それぞれの目標や能力に応じて挑戦できる教育制度を用意。また、
イオングループのスケールメリットを生かした、イオンビジネススクールの
受講や、公募制の研修を受けることも可能です。自分から手を挙げてチャレ
ンジできる研修機会を数多く用意し、自主的な学びを支援しています。

働きやすさをサポートするさまざまな制度。生活環境が変わっても、ライフとワーク
を両立しながら活躍し続けられるよう、制度と風土の両面を充実させています。

多彩な自己のスキルアップを支援

活躍し続けるみなさんをサポート

店長候補者研修

育児勤務制度

●教育体系

研修体験者の声

制度活用者の声

入社当初から店長が目標で、店長の持つべきスキルは
ぜひ身につけたいと考えていました。研修にて改めて
コミュニケーションスキルや市場環境の分析等、店長と
しての視点を学んだことで、コミュニケーションを意識
した行動が、業務遂行を円滑にすることを実感しまし
た。研修終了後、3月より店長になり
ましたが、この経験を生かしながら

「お客さま目線」を大切に、より良い売
場づくりを目指してまいります。

育休中は不安でしたが、育児勤務（6時間）をはじめてみ

ると、帰る時間が決まっているので逆算して仕事をする

癖がつき、密度がすごく上がったと感じています。自分

が不在でも部下にうまく伝わるようにやり方を工夫した

り、アイデアが湧いてくるようになりました。育児は綱渡

りの連続なので、出張に出られることにも感謝の気持ち

をもって、一瞬一瞬を大事にしています。

横林 勇ザ・ビッグ連島店 店長

それぞれの能力を生かしながら、チームで高い目標にチャレンジし、
達成できるように資格登用制度に紐づいた教育サポート体制も充実しています。

貫 洋子ザ・ビッグ 生鮮・デリカ商品部
デリカインストアベーカリーグループ

教　育

人 事 制 度

マックスバリュ千田店　
店長 豊田 剛士

　開店2年目の店長を任され、その翌年には大幅に売上をUPさせることができ
ました。近隣に大型店舗が出店するなど苦戦も強いられましたが、目標達成の
ために全従業員が同じ目標に向かって進めるよう朝礼やミーティング、個別面
談などに力を入れ、また良い結果も悪い結果も全員で共有して自分事になるよ
うにしたことが、黒字化への勝因になったと感じています。強い店舗づくりに
は、従業員一人ひとりの成長が欠かせません。働きやすい環境整備はもちろん、

「正しい考え方」と「正しい方向性を示す」ことが店長の使命だと考えています。

従業員全員のベクトルを一つにすること
それが店舗の成功と黒字化への重要な要因
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　当社には広いエリアで多くの店舗を展開し、各店がオンリーワンの輝きを放っ
ています。また従業員の熱い想いや、バイヤーが心を込めて開発した商品、地域
や環境・社会貢献の取組みなど、当社の魅力は無数にあります。そんな魅力を一
つでも多く拾い上げ、社内外へアピールしています。一方で多くのマスコミに取
り上げてもらうために、日頃から記者の方とのコミュニケーションを大切にし、情
報の提供にも工夫をしています。地域のお客さまに、当社店舗が「一番好きなお
店」と感じていただけるよう、これからも魅力あふれる情報を発信し続けます。

当社の全ての店舗が
「地域一番店」になるよう広報の力でバックアップ

　マックスバリュ西日本、マルナカ、山陽マルナカは、３月１日（日）より、新
たに２０６店舗の食品フロアにおけるレジ袋の無料配布を中止し、これによ
り３社全３89店舗での無料配布を終了いたしました。レジ袋をご利用のお
客さまには、環境負荷の低いバイオマス素材のレジ袋を有料で提供。この
レジ袋の収益金を地域の環境保全活動に寄付することで、レジ袋をご利
用になったお客さまも自然と環境活動に参加できる仕組みになっていま
す。世界的な環境問題である「プラスチックごみ」の削減を図り、持続可能
な循環型社会の構築を目指します。また、6月1日（月）より食品売場だけ
でなく全売場にてプラスチック製レジ袋の無料配布を終了いたします。

　毎月11日の「イオン・デー」に発行される黄色いレシートを店舗の
専用BOXに投函することで、地域のボランティア団体にレシート合
計金額の１％の品物を当社が各団体に寄贈します。2001年～2019
年2月までの累計で、37億5,375万円相当の品物を贈呈しました。

　新店オープンに際して地域の皆さ
まと敷地内に、地域に自生する「ふる
さとの木」を植樹する活動を開催。直
近のザ・ビッグ境港店オープンの際
に実施した植樹祭では、地域の皆さ
まや従業員など約130名の方々に
ご参加いただき、店舗が地域に根ざ
し、コミュニティの場となることを
願って、約1,100本の苗木を植樹し
ました。1993年開始から累計約30
万本以上の木を植えています。

環境・社会貢献の取組み

お買い物で、誰かを幸せに
イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン

新店オープンにあたって
「イオンふるさとの森づくり」植樹祭を開催

食品ロスの削減へ向けて
フードバンクポストを設置

地域への感謝を込めて
クリーン＆グリーン活動を実施

有料にて提供するバイオマス素材のレジ袋は、サトウキビから砂糖を採っ
た後の廃糖蜜（廃エタノール）を精製してできるポリエチレン素材を使用。
環境に優しいレジ袋です。これまでの石油系レジ袋の使用と比較し、石
油資源の節約やレジ袋生産時のCO2排出量の削減に効果があります。

　山口県内4店舗では、山口県が展開す
るフードバンク活動モデル事業と連携し、
店内にフードバンクポストを設置していま
す。ご家庭で余っている食品をポストに寄
贈していただき、地域のフードバンク等へ
提供します。山口県とイオン株式会社は
2011年9月に「地域活性化包括連携協
定」を結び、以来、環境問題をはじめさまざ
まな分野において県民生活の向上のため
の活動を行っています。フードバンクポストの設置もその一環であ
り、食品ロスの削減や地域社会への貢献に努めます。

　クリーン＆グリーン活動では、毎月従業員が店舗周辺
の道路・公園・河川敷の清掃や店舗植樹帯の除草など
を行います。全店の従業員全員が参加できる活動とし
て、一人ひとりが地
域への感謝の気持
ちをこめて行って
います。今後も地
域とのコミュニケー
ションの場として
積極的に実施して
まいります。

① 福祉の増進
② 環境保全・環境学習の推進
③ 街づくりの推進
④ 文化・芸術の振興
⑤ 子どもの健康と安全

●主な活動内容

環境・社会貢献活動

未来のために、地域に根ざした活動を積極的に推進
イオン サステナビリティ基本方針およびマックスバリュ西日本環境方針に基づき、企業の社会的責任を果たすため、
事業活動と結びついた環境保全の取組みを推進しています。

２０２０年３月１日（日）より
全店でレジ袋の無料配布を終了いたしました

袋へ入れ替え不要でそのまま持ち帰るだけで人気のマ
イバスケットもリニューアルされました。3色にて展開し
ており不要になったらレジにて返金も可能です。

佐久間 来未総合企画本部
地域連携推進部　広報・IR担当

１カゴ：
本体価格362円

（税込398．２０円）
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　2019年11月、「大好きレノファ山口ＦＣＷＡＯＮ」をはじめとする4種のWAON（電
子マネー）のご利用金額の一部から、255,154円を株式会社レノファ山口へ贈呈しま
した。レノファ山口ＦＣのホームタウン試合のハー
フタイムに、多くのサポーターが見守るなかで贈
呈式を実施。さらに地域の特別支援学校の生徒
を招き、スタジアム見学や選手との触れ合いの
場を設けるなど、地域との連携を深めました。

「ご当地WAON」で地域社会に貢献
寄付金贈呈式を実施

（山口県名所の萩往還の維持や周辺の環境整備に使用） （企業版ふるさと納税による「姫路城周辺の環境設備」事業への使用）

（原爆ドームを後世に残していくための保存工事等に使用） （岡山市の人づくり・まちづくりや子育て支援に使用）

贈 呈 式 2019年9月3日
寄 付 金 額 1,419,890円
発行総枚数 ２６，１２０枚（２０１９年６月時点）
贈 呈 先 一般社団法人山口県観光連盟

贈 呈 式 2019年10月31日
寄 付 金 額 4,833,514円
発行総枚数 115,332枚（２０１９年8月時点）
贈 呈 先 姫路市「ふるさとひめじ応援寄付金」

贈 呈 式 2019年10月29日
寄 付 金 額 3,624,714円
発行総枚数 68,350枚（２０１９年8月時点）
贈 呈 先 広島市「広島市原爆ドーム保存事業等基金」

贈 呈 式 2019年11月12日
寄 付 金 額 1,093,657円
発行総枚数 29,203枚（２０１９年8月時点）
贈 呈 先 岡山市「心豊かな岡山っ子応援団事業」

●「おいでませ山口ＷＡＯＮ」の概要 ●「姫路城ＷＡＯＮ」の概要

●「Hiroshima 平和祈念ＷＡＯＮ」の概要 ●「桃太郎のまち岡山ＷＡＯＮ」の概要

　広島神楽は、公演機会の減少や団員の高齢化による後継者不足を受け、伝承が困難な
状況となっています。当社では2016年に広島のマックスバリュ高屋ショッピングセンター
で開催した神楽公演をきっかけに、イオンワンパーセントクラブによる寄付などを通じ、広
島神楽存続の支援を続けています。2019年９月には、290万円を贈呈。これまでの贈呈
総額は647万円となりました。昨年も広島や岡山のマックスバリュ店舗にて神楽公演や子
ども神楽体験教室を開催。今後もこうした活動を通し、継続的な支援を行ってまいります。

イオンワンパーセントクラブが「広島神楽」の継承に尽力
「広島神楽後継者育成事業」へ寄付金を贈呈

音楽のあふれるまちづくりに賛同
広島交響楽団による
弦楽四重奏演奏会を開催

地域活性と町民サービスの向上を目指して
マックスバリュ西日本が海田町と
包括連携協定を締結

　広島市が2017年から推進している“音楽のあふれるまちづく
り”に賛同し、マックスバリュ海田店、マックスバリュフォレオ広島
東店にて、広島交響楽団による弦楽四重奏のコンサートを開催。
どちらも100名以上の方がご来場くださり、モーツァルトの名曲
やニューシネマパラダイス
のテーマ曲など、美しい音
楽をお楽しみいただきまし
た。今後も引き続き地域
のお客さまに楽しんでい
ただけるようなイベントを
開催します。

花と緑と
おんがくのおもてなし

ロゴマーク

　2019年２月に、広島県海田町とマックスバリュ西日本は、地域の
課題改善を目的とした包括連携協定の締結を行いました。今後は

「地域の安全・安心」や「地域経済の活性化」
「観光情報・振興」など全８項目において緊
密な連携を図り、地域の活性化や町民
サービスの向上に取り組んでまいります。

地域との連携

地域とともに

地域の大切なパートナーとして、経済や文化の振興に貢献
寄付金の贈呈や、文化イベントの開催など、地域の経済や文化の振興に取り組み、地域社会との絆を深めながら、
頼れるパートナーとして各地でたくさんの方との交流を深めています。

ご当地WAON

イベント

伝統文化 継承

地域活性化

1. 地域の安全・安心に関すること。
2. 地域経済の活性化に関すること。
3. 観光情報・振興に関すること。
4. 健康増進・食育に関すること。

5. 子どもの育成に関すること。
6. 高齢者・障害者支援に関すること。
7. 環境対策に関すること。
8. その他、地域の活性化・
町民サービスの向上に関すること。

【包括連携協定の概要】

　イオングループの主要企業が税引前利益の1％相当額を拠
出し学校建設支援や災害復興、伝統文化の継承などさまざま
な社会貢献に活用されています。

　電子マネー「WAON」を通じて地域社会に貢献したいという思いから、「WAON」の一種として
2009年に「ご当地WAON」の発行を開始しました。
　当該WAONの利用金額の一部をイオンが自治体などに寄付させていただき、地域経済活性化
や地域の環境保全、観光振興などにお役立ていただく取組みがお客さまの高い支持を得て、現在
150種類以上を発行しています。

イオンワンパーセントクラブとは

ご当地WAONとは

第７回ひろしまかぐらの日にて贈呈式を実施

（レノファ山口FCの活動・応援を通して、地域活性化と住みよ
いまちづくりを推進）

贈 呈 式 2019年11月3日
寄 付 金 額 255,154円
発行総枚数 ５，２５７枚

（２０１９年９月時点）
贈 呈 先 株式会社レノファ山口

●「大好きレノファ山口ＦＣＷＡＯＮ」の概要

各地で贈呈式を実施しました！

13 14



※詳しくはイオン㈱ホームページをご参照ください。

ミニストップ㈱
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱
マックスバリュ西日本㈱
マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ九州㈱
アコレ㈱
イオンサヴール㈱
イオン東北㈱
イオンビッグ㈱
イオンマーケット㈱
㈱カスミ
㈱光洋

㈱山陽マルナカ
㈱ダイエー
ビオセボン・ジャポン㈱
㈱ビッグ・エー
まいばすけっと㈱
マックスバリュ関東㈱
マックスバリュ長野㈱
マックスバリュ北陸㈱
マックスバリュ南東北㈱
㈱マルエツ
㈱マルナカ
㈱レッドキャベツ

イオンリカー㈱
イオン琉球㈱
オリジン東秀㈱
清水商事㈱
トップバリュコレクション㈱
㈱ボンベルタ

イオンリテール㈱
イオン北海道㈱
㈱サンデー
イオン九州㈱
イオンスーパーセンター㈱
イオンバイク㈱
イオンベーカリー㈱

イオン㈱ 【サービス事業】
イオンディライト㈱
㈱イオンファンタジー
㈱ツヴァイ
アクティア㈱
㈱イオンイーハート
イオンエンターテイメント㈱
イオンカルチャー㈱
イオンコンパス㈱
イオンライフ㈱
リフォームスタジオ㈱

【専門店事業】
㈱ジーフット
㈱コックス
アビリティーズジャスコ㈱
イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド㈱
イオンスポーツ商品調達㈱
イオンペット㈱
クレアーズ日本㈱
ブランシェス㈱
㈱プレステージシューズ
㈱未来屋書店
㈱メガスポーツ
メガペトロ㈱

【中国】
AEON (CHINA) CO., LTD.
AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited
AEON EAST CHINA (SUZHOU) CO., LTD.
AEON (HUBEI) CO., LTD.
AEON South China Co., Limited
BEIJING AEON CO., LTD.
GUANGDONG AEON TEEM CO., LTD.
QINGDAO AEON DONGTAI CO., LTD.

イオンアイビス㈱
イオンアグリ創造㈱
イオングローバル SCM㈱
イオントップバリュ㈱
イオンドットコム㈱
イオンネクスト準備㈱
イオンフードサプライ㈱
イオンマーケティング㈱
コルドンヴェール㈱
㈱生活品質科学研究所

■ （公財）イオンワンパーセントクラブ
■ （公財）イオン環境財団

■ （公財）岡田文化財団

AEON TOPVALU (CHINA) CO.,LTD.
AEON TOPVALU (HONG KONG) CO., LIMITED
AEON TOPVALU MALAYSIA SDN.BHD.
AEON TOPVALU (THAILAND) CO.,LTD.
AEON TOPVALU VIETNAM COMPANY LIMITED
Tasmania Feedlot Pty. Ltd.

【ASEAN】
AEON ASIA SDN. BHD.
AEON CO. (M) BHD.
AEON BIG (M) SDN. BHD.
AEON (CAMBODIA) Co.,Ltd.
AEON ORANGE COMPANY LIMITED
AEON(Thailand) CO., LTD.
AEON VIETNAM Co., LTD

DONG HUNG INVESTMENT DEVELOPMENT 
CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY LIMITED

PT.AEON INDONESIA

ウエルシアホールディングス㈱
㈱イオンフォレスト
㈱イオンボディ
イオンレーヴコスメ㈱
ウエルシア薬局㈱
金光薬品㈱

イオンフィナンシャルサービス㈱
AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO., LTD.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
AEON CREDIT SERVICE(M)BERHAD
㈱イオン銀行
イオンクレジットサービス㈱
イオン住宅ローンサービス㈱

イオンプロダクトファイナンス㈱
イオン保険サービス㈱
イオン・リートマネジメント㈱
フェリカポケットマーケティング㈱
AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd. 
AFSコーポレーション㈱

コスメーム㈱
シミズ薬品㈱
㈱丸大サクラヰ薬局
㈱ MASAYA
R.O.U ㈱

㈱横浜インポートマート
㈱ OPA

イオンモール㈱
イオンタウン㈱

純粋持株会社

GMS（総合スーパー）事業

SM（スーパーマーケット）事業

ヘルス＆ウエルネス事業

総合金融事業

ディベロッパー事業

サービス・専門店事業

国際事業

機能会社・その他

太字は株式公開会社

イオンの基本理念 / グループ主要企業一覧

グループ主要企業一覧
平和

地域人間

お客さま

イオン（        ）とは、ラテン語で
「永遠」をあらわします。
私たちの理念の中心は「お客さま」
イオンは、お客さまへの貢献を永遠の使命とし、
最もお客さま志向に徹する企業集団です。

イオンは、事業の繁栄を通じて、
平和を追求し続ける企業集団です。

イオンは、人間を尊重し、
人間的なつながりを重視する企業集団です。

イオンは、地域のくらしに根ざし、
地域社会に貢献し続ける企業集団です。

イオンは基本理念のもと、
絶えず革新し続ける企業集団として、
「お客さま第一」を実践してまいります。

平和

人間

地域

イオンの基本理念 お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する。

イオン㈱
1974年、東証・大証・名証第2部に同時上場し、
1976年に上記の3取引所第1部へ。
2004年より東証のみ上場。
2008年8月に純粋持株会社体制へ移行。

イオンディライト㈱
1999年、東証第2部に上場し、
2000年に第1部へ。ファシリティの管理
運営に関する最適なサービスを提供する
FM（ファシリティマネジメント）企業。

〈株式公開会社〉

マックスバリュ西日本㈱
1997年、大証第2部に上場。
2013年、市場統合により東証第2部へ。
西日本を地盤とするスーパーマーケット
チェーン。

マックスバリュ東海㈱
2004年、東証第2部に上場。
静岡を中心に中部・西関東を地盤とする
スーパーマーケットチェーン。

イオンモール㈱
2002年、東証第1部に上場。
多機能複合型商業施設を開発する商業
ディベロッパー。

AEON CO.（M）BHD.
1996年、クアラルンプール証券取引所
メインボードに上場。マレーシアを代表する
総合小売業。

AEON Stores（Hong Kong）
Co., Limited
1994年、香港証券取引所に上場。
香港を代表する総合小売業。

㈱サンデー
1995年、JASDAQに株式公開。
青森県を中心に東北を地盤とするホーム
センターチェーン。

イオン北海道㈱
1996年、JASDAQに株式公開。
1998年、東証第2部・札証に同時上場し、
2000年に東証第1部へ。北海道を地盤と
する総合小売業。

イオン九州㈱
2000年、JASDAQに株式公開。
九州を地盤とする総合小売業。

AEON THANA SINSAP
（THAILAND）PLC.
2001年、タイ証券取引所に上場。
イオンフィナンシャルサービス㈱のタイ現
地法人。

AEON CREDIT SERVICE
(ASIA)CO., LTD.
1995年、香港証券取引所に上場。
イオンフィナンシャルサービス㈱の香港現
地法人。

AEON CREDIT SERVICE
（M）BERHAD
2007年、マレーシア証券取引所に上場。
イオンフィナンシャルサービス㈱のマレー
シア現地法人。

㈱コックス
1990年、JASDAQに株式公開。
カジュアルファッション専門店チェーン。

㈱ジーフット
2000年、前身である㈱ツルヤ靴店が名証
第2部に上場。2015年に東証第1部に上場、
名証第1部へ。足元からのスタイルを提案
する靴専門店チェーン。

ミニストップ㈱
1993年、東証第2部に上場し、
1996年に第1部へ。ファストフードを組み
合わせたコンビニエンスストアチェーン。

ユナイテッド・スーパーマーケット・
ホールディングス㈱
2015年、東証第1部に上場。
首都圏を拠点としたスーパーマーケット
チェーンである㈱マルエツ、㈱カスミ、
マックスバリュ関東㈱を傘下に持つ共同
持株会社。

ウエルシア
ホールディングス㈱
2001年、JASDAQに株式公開し、
2004年、東証第2部に上場。
2008年9月に持株会社体制へ移行。
2012年に東証第1部へ。
調剤併設型ドラッグストアチェーン。

イオンフィナンシャルサービス㈱
1996年、東証第2部に上場し、1998年に
第1部へ。カード事業を中心に金融サービ
スをグローバルに展開する金融持株会社。

㈱イオンファンタジー
2002年、JASDAQに株式公開。
2003年、東証第2部に上場し、
2005年に第1部へ。
ショッピングセンター内で、ファミリー向け
アミューズメント施設とインドアプレイグ
ラウンドを展開。

マックスバリュ九州㈱
２０１２年、JASDAQに上場。
九州を地盤とするスーパーマーケット
チェーン。
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（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

当連結会計年度末
2020年2月29日現在

前連結会計年度末
2019年2月28日現在

資産の部
流動資産 73,081 33,857
固定資産 192,347 60,599

有形固定資産 158,307 40,262
無形固定資産 159 118
投資その他の資産 33,880 20,218

資産合計 265,429 94,457
負債の部

流動負債 107,342 35,795
固定負債 58,733 9,130
負債合計 166,076 44,926

純資産の部
資本金 1,705 1,702
資本剰余金 60,017 4,553
利益剰余金 32,098 38,226
自己株式 △17 △16
株主資本合計 93,804 44,465
その他の包括利益累計額合計 5,424 5,007
新株予約権 66 58
非支配株主持分 57 −
純資産合計 99,353 49,531
負債純資産合計 265,429 94,457

当連結会計年度
自 2019年3月 1日
至 2020年2月29日

前連結会計年度
自 2018年3月 1日
至 2019年2月28日

売上高 534,037 268,634
売上原価 402,881 205,193
売上総利益 131,156 63,440
その他の営業収入 8,952 6,303
営業総利益 140,108 69,743
販売費及び一般管理費 137,365 67,053
営業利益 2,742 2,690
営業外収益 763 385
営業外費用 333 75
経常利益 3,172 3,000
特別利益 176 450
特別損失 6,372 2,120
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △3,023 1,329
法人税等 2,324 361
当期純利益又は当期純損失（△） △5,347 968
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △19 △24
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △5,327 992

連結貸借対照表 連結損益計算書

当連結会計年度
自 2019年3月 1日
至 2020年2月29日

前連結会計年度
自 2018年3月 1日
至 2019年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,189 3,754
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,055 △6,756
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,147 △1,086
現金及び現金同等物の期末残高 33,365 16,475

連結キャッシュ・フロー計算書

会社概要 2020年2月29日現在

株 主 数 31,077名

発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 52,513,854株

株式状況 2020年2月29日現在

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

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 17億5百万円

営 業 所 数 184店舗

従 業 員 数 1,651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

大株主 2020年2月29日現在

氏名または名称 所有株式数

イオン株式会社 37,789千株

株式会社フジ 4,000

マックスバリュ西日本グループ社員持株会 659

株式会社コックス 424

丸魚水産株式会社 392

加藤産業株式会社 323

新光商事株式会社 266

イオンフードサプライ株式会社 238

イオンフィナンシャルサービス株式会社 235

山根利明 183

マックスバリュ西日本 沿革

1982年 12月 資本金3,000千円をもって、兵庫県姫路市加納町9番
地に本店を設立、兵庫県姫路市に1号店として田寺店
を開店

1983年 1月 兵庫県姫路市北条口3丁目50番地へ本店を移転

1984年 10月 コンピューターによる生鮮食品の発注システムを導入

1986年 6月 兵庫県姫路市北条字石井76番地へ本店を移転

8月 増資により資本金3億円となる

1987年 2月 ウェルマート株式会社（本店：東京都中央区）と合併

1988年 5月 商号をウエルマートに変更

1989年 3月 全店にPOSシステムを導入

1995年 12月 兵庫県姫路市にマックスバリュー1号店として東山店を
開店

1996年 2月 株式会社主婦の店スーパーおよび小野スーパー株式
会社と合併

1997年 8月 大阪証券取引所市場第二部に上場

2000年 5月 商号をマックスバリュ西日本株式会社に変更

8月 全店•本部でIS014001の認証を取得。
広島県にて事業展開している山陽マックスバリュー株
式会社と合併

2001年 3月 山口県にて事業展開している株式会社マミーと株式交
換による事業統合を行う

10月 兵庫県姫路市北条口4丁目4番地へ本社を移転

2002年 2月 株式会社マミーと合併、山口県に合併後初の1号店
室積店を開店

2006年 11月 愛媛県今治市に四国エリア第1号店となるマックスバ
リュ今治阿方店を開店

2009年 6月 岡山県岡山市に岡山エリア第1号店となるザ・ビッグ平
島店を開店

2012年 5月 本店を広島県広島市南区段原南1丁目3番52号に
移転

2013年 1月 中華人民共和国山東省青島市に子会社として永旺美
思侶楽（青島）商業有限公司を設立

2018年 7月 永旺美思侶楽（青島）商業有限公司清算を発表

2019年 3月 株式会社マルナカ、株式会社山陽マルナカと経営統合

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

　「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」
「マルナカ」「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。

※㈱ダイエーが運営するマルナカ店舗（大阪府内全店、富雄南店、西宮店および新在家店）では
ご利用いただけません。

ご優待は保有株式数に応じて

見本
見本

見本
見本

見本
見本

株主メモ 2020年2月29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


