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商業を通じて

地域社会に

奉仕しよう



業績ハイライト（連結）

中四国エリアにおける
さらなる基盤強化を目指します。
株式会社フジと当社は、2024年
3月までに合併し、統合新会社を
設立することに基本合意いたし
ました。株式会社フジは愛媛県
に本社を持つスーパーマーケッ
トチェーンで、中四国地方で約
130店舗を展開しています。

経営統合
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代表取締役社長 平尾 健一

　株主、投資家の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　2021年3月に、株式会社マルナカ、株式会社山陽マルナカと合併し、新たな一歩を 
踏み出しました当社グループは、スケールメリットやこれまで培ってきた経営資源を
さらに活かすため、歩みを止めることなく挑戦を続け、中四国・兵庫エリアのリージョ
ナルSM企業への成長を目指します。

　その他、新たな販売チャネルの拡充として、移動販売事業の拠
点を新たに2拠点開設しました。今後も多様なニーズに対応した
お買物手段を提供してまいります。

2021年度上期の実績

　こうした取り組みの結果、当第2四半期連結累計期間の連結業
績は、売上高2,738億7百万円（前年同四半期比2.3%減）、営業収
益2,783億99百万円（同2.2%減）、営業利益35億29百万円（同
17.9%減）、経常利益37億17百万円（同17.8%減）、親会社株主
に帰属する四半期純利益は38億53百万円（同45.6%増）となり
ました。
　下期は、デジタル改革や経営効率化をさらに推し進め、さらな
る企業価値の向上に努めます。
　株主、投資家の皆さまにおかれましては、これまでと変わらぬ
ご支援・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年度上期の取り組み

　当第2四半期連結累計期間は、昨年より続く新型コロナウイル
ス感染症の影響で経済活動の制限をうけ、今後も先行きの不透
明な状況が続くことが予想されます。当社グループではこうし
た状況下で発生する市場ニーズをいち早く売場へ反映し、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。

●販売商品数の拡大に注力
　営業面では、豊富な品揃えやお求めやすい価格、魅力的な売場
づくりなどスーパーマーケットにおける「基本の徹底」を柱と
し、旬や売れ筋など重点商品の絞り込みや単品大量の売場展開
による「数」にこだわった販売点数の拡大に取り組みました。

●巣ごもり需要に対応した売場づくり
　商品面では、巣ごもり消費や内食需要のさらなる掘り起こし
を目的に、生鮮の惣菜化やデリカの新商品の開発、人気商品のリ
ニューアルに注力しました。水産部門では、店内で調理した商品
を提供する「お魚工房」を新たに12店舗導入したほか、地元生産
者との提携を含めた地場商品の拡大を行うなど、商品力の強化
に取り組みました。

●デジタル化の推進で店舗業務を効率化
　デジタル化の取り組みにおきましては、キャッシュレス決済
機能を備えた無人店舗の開店や、お買い回り中に購入商品を専
用端末でスキャンしてセルフレジの精算機で会計が完了できる

「My-Piスキャン」導入店舗の拡大を行いました。こうした取り組
みにより店舗業務の効率化を図り、さらにはコロナ禍の影響に
より高まる「お買物は早く、効率よく済ませたい」というお客さ
まニーズの充足に努めました。

さまざまな改革に挑戦し続け、中四国・兵庫エリアの
リージョナルSM企業を目指す。
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環境・ 
社会貢献 
活動

新サービス

ご当地WAONや有料レジ袋を通じた寄附活動や、脱炭素に向けた積極的な取り組みを行っています。

地域の人々の豊かなくらしと
持続可能な社会の実現に貢献

My-Piスキャンや移動販売の導入など、お客さまに喜んでいただけるサービスを積極的に導入しています。

中四国・兵庫エリアのリージョナルスーパーマーケットを
目指して新店舗が続々オープン

新店舗 ＆
リニューアル

　“地域の食を支え、大黒柱となるお店”
をコンセプトにオープン。お惣菜や焼
き立てパンなど即食商品の提供に注
力しています。また加西南店時代の人
気商品は、ラインナップを強化するな
ど、地域のお客さまに喜んでいただけ
るお店づくりを行ってまいります。

マックスバリュ加西中野店

28年の歴史を持つ「加西南店」が移転し、新店舗として誕生
［兵庫県加西市］

地場の魚介を海鮮寿司
やフライにし、即食需要
に対応

大規模な冷凍食品売場。
地域の方の冷凍庫を満杯に！

新 店20213/12
店長
田中 学

　圧倒的な規模を誇る冷凍食品売場
や、お値打ち価格の農産売場で「買え
ば買うほど、安さがわかる」店舗を実
現。地域で一番の「安さ」と「驚き」の品
揃えを実現してまいります。またMy-Pi
スキャンは地元のテレビ等でも紹介さ
れ、大変ご好評いただいています。

ザ・ビッグ鴨島店

My-Piスキャンを四国初導入！地域一番店を目指します
［徳島県吉野川市］新 店20214/17

店長
小濱 秀晃

●大規模活性化店舗一覧
店名 住所 開店日

ザ・ビッグエクストラ萩店 山口県萩市 ３月20日

マルナカ金光店 岡山県浅口市 ４月27日 

マックスバリュ播磨一宮店 兵庫県宍粟市 ６月11日

マルナカ北房店 岡山県真庭市 ６月19日

マルナカ中島店 岡山県倉敷市 ７月10日

ザ・ビッグ寒川店 香川県さぬき市 ７月10日

マルナカ広畑店 兵庫県姫路市 ７月17日

マックスバリュ水足店 兵庫県加古川市 ７月24日

岡山総合プロセスセンターの
着工を開始！

特 集

惣菜や精肉・鮮魚などの
加工作業を当施設に集約し、
人員・作業の効率化を実現。
加工した製品は
中国・兵庫エリアの
約200店舗へ供給します。

（2022年9月稼働予定）

マルナカ若草店

［愛媛県松山市］

お買物がしやすい、便利でコンパクトな店舗
新 店

　「旬・鮮度・おいしさ」をコンセプトに、魅力的な「食」を提供。時
間帯に合わせたお惣菜や、食べきりパックなど、おいしさと便利
さを追求し、幅広いお客さまに愛されるお店を目指します。

20216/25 単身者や少人数家族
にも嬉しい品揃え

　ご当地WAONのご利用金額
の0.1％を、各店舗が所在する自
治体などに寄附いたしました。

地域経済の発展
や観光の振興、
環境保全資金な
どにご活用いた
だいています。

中四国、兵庫の各地へ
合計1,452万円※を寄附

ご当地
WAON

※2021年度分

　2020年度に販売した
有 料レジ 袋 の 収 益 金 約
1,782万円を、各店舗が
所在する自治体や団体に
寄附いたしました。各地の
環境保全活動にお役立て
いただきます。

有料レジ袋の
収益金を環境保全
等の資金として寄附

有料
レジ袋 太陽光発電によるPPAモデルで

CO2の排出削減を推進
　岡山県内のマルナカの2店舗で、
クリーンエネルギーを活用するPPA

（電力販売契約）モデルを導入しまし
た。契約を結んだ事業者が当社敷
地内において太陽光で発電し、その
電力を各店舗で購入・活用します。
当社では2030年までに全店舗で排
出する温室効果ガスの総量を、ゼロ
にすることを目標としています。

脱炭素

マックスバリュ宍粟一宮店

［兵庫県宍粟市］

地域への貢献を大切に、移動販売も実施！
新 店

　「地元商品と地域のお客さまの声を大切にしたお店づくり」が
モットーです。山陰や瀬戸内の鮮魚をはじめ、地域の食材や旬の
味覚、便利なお惣菜など地域の皆さまの豊かなくらしを守ります。

20214/20

ご来店が困難な方へ、
移動販売でお届け
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　商品の直売や運営が困難となった養魚場へ
の応援策として、地場産のヤマメを塩焼きや串
焼き、甘露煮などにして販売。広島・岡山エリア
のマックスバリュとマルナカの47店舗で販売
し、地域の旬の味覚を楽しんでいただきました。

　JA晴れの国岡山と協業し、岡山県のマルナカ3
店舗にて7月～10月の約3か月間の期間限定市
場を開設。地元農家や地域の活力向上を目的に、
地場産の花き・米・野菜・果物などを取り揃え、地
域の皆さまにお届けします。

　土用の丑の日となる7月28日に、中四国・兵庫
エリアのマックスバリュやマルナカの150店舗に
て、うなぎの蒲焼の実演販売を実施。鹿児島県産
や高知県産など約1万匹を販売し、国産うなぎの
魅力をアピールいたしました。

地域と
ともに お買物に困っているお客さまへのサービスや社会福祉、経済活性など、

さまざまなニーズや問題解決に取り組み、地域の発展に寄与します。

地域の多様なニーズに対応し、ともに成長・発展する存在へ

新サービス
当社の重点施策の一つ「ヒト・モノ・コトをつなげるICT改革」の一環として、新たなサービスを続々展開。

ICT改革を通じて、
お客さま満足度と店舗業務の向上を実現

　店頭で貸し出す端末で購入商品をスキャンして登録し、支払いまでを
スピーディーに完結できる「My-Piスキャン」サービスを開始いたしまし
た。スキャン後は端末を精算機にセットして精算します。レジ待ち時間が
大幅に削減できるなど、お客さまにとっての利便性を向上するとともに、
店舗業務の効率化も実現。現在は兵庫県・広島県・徳島県の4店舗で導入

（2021年8月時点）。今後さらなる導入店舗の拡大を進めてまいります。

My-Piスキャン

　従業員が不在でも営業可能な無人店舗「マッ
クスバリュ千田店 広島美容専門学校支店」が
オープンいたしました。当社の独自アプリ「My-Pi」と、WAONやク
レジットカードなどを利用したキャッシュレス決済専用のセルフレジ
を連携させることで無人化を実現。専門学校生や職員の方々に、
短い休憩時間でも昼食やお菓子、文具などをお買物いただけるよ
うになりました。当社施設内以外では、初の無人店舗となります。

キャッシュレス決済専用の
無人店舗を開店

無人店舗

　山間部などにお住まいで実店舗へのご来店が難しい方に向け、
2013年より移動販売事業を実施しています。7月には岡山県にて
マルナカ美作店を拠点とした移動販売を開始。商品の販売ととも
に、美作市社会福祉協議会や地域包括支援センターの方にも同行
いただき、市民生活に関する「出前相談」を行い、地域共生社会の
実現を目指します。また同月、徳島県のマルナカ脇町店でも移動販
売を開始。現在、山口県・広島県・兵庫県も含め計14台の移動販売
車が約470か所を訪問。今後も多様なニーズに対応したお買物手
段を提供してまいります。

商品とともに、生活相談も
移動販売の新たな試み

地元応援イベントを各地で開催
●夏の味覚「ヤマメ」を販売

●「晴れのごちそうベジフル市場」を開設

●「うなぎの蒲焼」を店頭実演販売

地域フェア

店頭で専用端末を
手に取ります。

カートに端末を設置し、
商品をカゴに入れる際
に端末にかざします。

精算機に端末をセット 
すると、セルフレジと同
様に精算が可能です。

マックスバリュ千田店 広島美容専門学校支店

コロナに負けるな！

セルフスキャンレジ
「My-Pi（マイピ）スキャン」
導入店舗拡大中！
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「My-Piスキャン」とは



株式購入時にもっとも重視したこと

■成長性
（値上がり益期待）
■安定性
■配当
■株主優待
■株価の割安感

■地元の企業だから
■イオングループ
　だから
■当社店舗を利用
　しているから
■その他

■鮮度・品質の改善
■生鮮食品の充実
■惣菜商品の充実
■地元商品の充実
■トップバリュ商品の充実
■レジの混雑改善
（レジ以外の清算方法を含む）
■ネットスーパー（宅配）

■店内・駐車場等の設備
　改善
■アプリ・クーポンの充実
■リサイクル活動の充実
■地元スポーツチーム
　とのタイアップ
■その他

6.5%
10.6%
10.2%
44.5%

2.3%
2.1%

12.8%
10.6%

0.4%

優待券の利用状況

■主に当社の直営店舗で利用
（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・鳥取県・徳島県・香川県・
愛媛県・高知県のマックスバリュ、マルナカ、ザ・ビッグ）
■主に当社以外のイオングループ店舗で利用
（イオン、KOHYO、まいばすけっと、上記9県以外のマックス
バリュ、ザ・ビッグ）
■地域特産品を選択しており優待券は利用していない

39.9%
49.3%

10.8%

もっとも利用する店舗

■マックスバリュ
■マルナカ
■ザ・ビッグ

■イオン
■イオングループ以外の
　スーパーマーケット

51.3%
12.8%
10.4%

21.8%

3.7%

当社店舗で改善すべき点

■鮮度・品質
■品揃え
■地元商品の品揃え
■価格
■接客

■店舗・駐車場等の設備
■レジの混雑
■当社店舗を利用しない
■その他

2.8%
18.0%

17.4%

13.0%
4.1%
21.1%

4.9%
17.4%

1.3%

当社店舗に期待すること 知っている当社グループの社会貢献活動

■幸せの黄色いレシート
　キャンペーン
■クリーン＆グリーン
　活動
■ご当地WAON
■食育活動

■フードバンク活動
■災害復旧支援募金
■四国遍路世界遺産
　推進活動
■障がい者スポーツ
　支援活動

3.0%

37.9%

14.1%

4.8%
18.8%

4.5%
15.6%

1.3%
16.2%

18.6%

12.4%
10.0%

10.7%
11.0%
3.9%
3.2%
9.3% 2.8%

0.7% 1.2%

株主アンケート
ご意見のご紹介

収益力の向上、安定的・継続的な配当、要望をいたします。
優待券をアプリから使えるようにしてほしい。
紙を持ち歩くのはめんどう…

従業員の皆さまは非常事態でも働いて下さり、大変助かっております。
いつもありがとうございます。

今後も貴社の社会活動支援を期待します。 配送サービスを充実させてほしいです。

株主アンケート集計結果のご報告 回答率

65.1％2021年5月に実施いたしましたアンケートにつきまして、株主の皆さまより20,976枚のご回答をいただきました。
この場をお借りしてお礼申し上げるとともに、主な項目ごとの集計結果をご報告申し上げます。

四半期連結貸借対照表 四半期連結損益計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）（単位：百万円）

当第2四半期
連結会計期間末

2021年8月31日現在
前連結会計年度末
2021年2月28日現在

資産の部
流動資産 48,923 75,141
固定資産 186,859 186,481

有形固定資産 153,247 153,562
無形固定資産 233 186
投資その他の資産 33,378 32,732

資産合計 235,782 261,622
負債の部

流動負債 91,296 110,621
固定負債 40,481 49,033
負債合計 131,777 159,655

純資産の部
資本金 1,728 1,724
資本剰余金 60,083 60,079
利益剰余金 35,806 34,054
自己株式 △17 △17
株主資本合計 97,600 95,841
その他の包括利益累計額 6,360 6,087
新株予約権 43 39
純資産合計 104,005 101,967
負債純資産合計 235,782 261,622

当第2四半期連結累計期間
自 2021年3月 1日
至 2021年8月31日

前第2四半期連結累計期間
自 2020年3月 1日
至 2020年8月31日

売上高 273,807 280,201
売上原価 204,465 210,590
売上総利益 69,341 69,611
その他の営業収入 4,592 4,415
営業総利益 73,934 74,026
販売費及び一般管理費 70,404 69,729
営業利益 3,529 4,296
営業外収益 326 368
営業外費用 137 139
経常利益 3,717 4,525
特別利益 3 259
特別損失 73 662
税金等調整前四半期純利益 3,647 4,121
法人税等 △205 1,449
四半期純利益 3,853 2,672
非支配株主に帰属する四半期純利益 − 25
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,853 2,647

（単位：百万円）

当第2四半期連結累計期間
自 2021年3月 1日
至 2021年8月31日

前第2四半期連結累計期間
自 2020年3月 1日
至 2020年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,427 4,878
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,244 △4,606
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,653 △3,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,324 △3,526
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,725 29,839
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2021年8月31日現在

氏名または名称 所有株式数

イオン株式会社 38,248千株
株式会社フジ 4,000千株
マックスバリュ西日本グループ社員持株会 645千株
加藤産業株式会社 323千株
丸魚水産株式会社 322千株
イオンフードサプライ株式会社 238千株
イオンフィナンシャルサービス株式会社 235千株
新光商事株式会社 199千株
山根利明 183千株
石丸美代子 166千株

　「株主さまご優待券」は「イオン」「マックスバリュ」「マルナカ」
「ザ・ビッグ」「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。
※㈱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。

「株主さまご優待券」
多くの店舗にてご利用いただけます。

　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。

「地域特産品」の詳細やその他の注意事項については、
当社WEBサイトにてご案内しております。

ご優待は保有株式数に応じて

全国のイオンでも使えます！
見本

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 17億28百万円
営 業 所 数 385店舗
従 業 員 数 5,409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 30,430名
発 行 可 能 株 式 総 数 90,000,000株
発 行 済 株 式 総 数 52,547,554株

会社概要

株式状況

大株主

2021年8月31日現在

中四国・兵庫エリアで店舗を展開

385店舗

9県合計

（2021年8月31日現在）

3店舗
49店舗
9店舗

1店舗

25店舗
3店舗
9店舗

28店舗
12店舗

4店舗
26店舗
3店舗

79店舗
14店舗
2店舗

1店舗
65店舗
4店舗

18店舗

26店舗
4店舗

証券コード：8287

岡山
61店舗

鳥取
1店舗

広島
37店舗

山口
40店舗

愛媛
33店舗 高知

18店舗

兵庫
95店舗

香川
70店舗

徳島
30店舗

2021年8月31日現在
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2021年8月31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）

株主メモ


