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好きになれるスーパーってなんだろう？

美味しいものが揃ってること？ 新しいものがいっぱいあること？

もちろんそれは大切。

でもそれ以外にも大切なことがあるとフジは思います。

例えば、なんでも聞きたくなるような優しい受け答えや、

テキパキと心地いい行動も大切！

街の暮らしにぴったりの品揃えや、ちょっと前向きになれる体験があると嬉しい！

人が集まり、つながり、ほっとできる時間が生まれるのも素敵！

これまでにないほど便利になったり、

未来を感じる暮らしに触れられたりするのもワクワクする！

そんな大切なことを、フジはこれから、たくさんたくさん生み出していこうと思います。

そして、街の暮らしに寄り添いながら、まじめに、たのしく、あたらしく、

街の皆さんを支えていきたいと思います。

今と未来のお客様に「フジがあってよかった！」と、笑っていただけるように。

新しいロゴマークで、新しいフジがはじまります。

新しいフジ スタートします。

フジ（FUJI）の「F」の文字をイメージし、すべての街の街角にあるフジを象徴的にデザインしました。グリーンのブロックは「街」、
赤い正方形は「フジのお店」を象徴しています。「街と寄り添い、街のことを考え、街を豊かにする」その思いをデザインに込めました。
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今、そして未来のお客様に「フジがあってよかった」と笑っていただけるように行動していく。
そして、そのお客様の笑顔をつくっていく活動の、すべてのきっかけとなるフジのスローガンとして開発しました。
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株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清栄のことと存じあげます。平素は格別のご支援と
ご愛顧を賜り厚く御礼申しあげます。ここに、第51期（平成29年3月1日から平成
30年2月28日まで）の営業の概況につきまして、ご報告申しあげます。

平成30年5月

代表取締役会長 兼 CEO

営業の概況
1.事業の経過及びその成果
当連結会計年度（平成29年3月1日～平成30年2月28日）におけるわが国
経済は、企業業績が好調で、株価、雇用環境及び所得水準も概ね堅調な推移
を示しており、景気は緩やかな回復基調にあります。しかし、個人消費は将来
不安に対する節約志向が定着しており、今後も低調な推移が続く見込みです。
また、海外における政治・経済及び安全保障に関する不安要素も加わり、経済
情勢は先行き不透明な状況となっています。小売業界におきましては、業種・
業態を越えた競争の激化や採用難による人手不足、出店や改装等に要する
コストの上昇に加え、電気料金の値上げなどにより、依然として厳しい経営
環境にあります。
このような環境のなかで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、経営

ビジョン「中四国くらし密着ドミナント（※1）」のもと、地域の豊かなくらしづくり
と地域社会の発展に貢献できる企業集団を目指し、各社の有する経営資源を
最大限に活用し、地域のお客様のくらしに密着した店舗及び事業の構築を
推進しています。
また、当社は創業50周年の節目を迎え、各種記念事業を行いました。全ての
ステークホルダーに対し感謝の思いを届け、未来に向けて当社がどうあるべき
かを考え、そして共有し、成長を続けていくきっかけにできるよう、年間を通じて
様々な取り組みを実施しました。さらに、一人ひとりの従業員が十分に能力を
発揮し、豊かな人生を送れるようワーク・ライフ・バランスを推進していますが、
その一環として、2月に事業所内保育園「フジにじいろ保育園」（愛媛県松山市）
を開設しました。
これらの結果、当連結会計年度の営業収益は3,166億38百万円（前年同期
比0.2 %減）となりました。営業利益は72億38百万円（前年同期比0.5%増）、
経常利益は89億38百万円（前年同期比7.5%増）、親会社株主に帰属する当期
純利益は56億2百万円（前年同期比16.4%増）となりました。
※1 .ドミナント・・・一定の地域において、占有率を高め同業他社と比較して
優位性を確保する戦略

【小売事業】
総合小売業では、平成29年度の経営方針を『感謝の気持ちをカタチに～

これからも その手から、この手に。～』とし、『「ありがとう」と「おかげさま」の
心』『磨く・創る・改める』『もっとコミュニケーション』を方針として、企業
価値向上と顧客視点を大切にする企業文化の構築に向け、50周年記念事業
として、価格や価値に特化した記念商品の販売や自社カード（エフカ）を活用

した販促、地域の皆様との協働企画など、各種施策に取り組みました。
店舗では、3月にフジ中吉野店（徳島県徳島市）、2月にフジ小郡店（山口県

山口市）を新設、既存店の活性化として、共に旗艦店舗であるフジグラン松山
（愛媛県松山市）とフジグラン神辺（広島県福山市）の改装、さらにフジグラン
野市（高知県香南市）、フジ志度店（香川県さぬき市）、フジ新南陽店（山口県
周南市）、フジ井口店（広島市西区）及び株式会社フジマートが運営するピュアー
クック五月が丘店（広島市佐伯区）の改装を実施しました。また、フジ宇和島
店（愛媛県宇和島市）と株式会社フジマート四国が運営するスーパーABC
上一万店（愛媛県松山市）を一時閉店し、建て替えに向けた工事を開始するな
ど、既存店の活性化を図っています。また、スマートフォン用アプリ「お得チェッ
ク」を11月にバージョンアップし、エフカの会員データとの連携やクーポン機能
の強化を行い、利便性を向上させることで来店促進を図っています。
中核事業として位置付けるスーパーマーケット事業では、生鮮部門、デリカ
部門及びベーカリー部門において即食・中食需要への対応強化や、産地・製法
などにこだわり、競合他店との差別化を図っています。加工食品部門において
はプライベートブランドの開発推進や他社との協業による輸入食材の販売など、
お得さと美味しさを提供できる取り組みを進めています。
ノンストアリテイル事業では、移動スーパー「おまかせくん」の拠点店舗を
4店舗増やし7店舗とすることで、松山市及びその周辺地域での巡回
エリアを拡大しながら、愛媛県宇和島市においても営業を開始しました。
また、フジネットスーパー「おまかせくん」は更なる事業規模拡大と収支
の改善を目指し、愛媛県内の出荷拠点をフジ松前店（愛媛県伊予郡松前町）
に集約することとし、スーパーマーケットとネットスーパー拠点を融合させる
新しい事業モデルへの転換を目指して11月に同店の改装を実施しました。
今後もより多くのお客様のお買い物をサポートすることで、地域に密着した事業
としての確立を目指していきます。
書籍・CD・DVDの小売及びレンタル業では、お客様にとって魅力あるライフ

スタイル提案を行うため、商品構成の見直しや売場レイアウトの変更に継続的
に取り組んでおり、7店舗において売場拡大や改装を実施しました。また、経営
効率を高めるため2店舗を閉店しました。
これらの結果、小売事業の営業収益は3,099億35百万円（前年同期比
0.4%減）、営業利益は56億30百万円（前年同期比2 .3 %増）となりました。

【小売周辺事業】
食品加工・製造販売業では「小さな感動で、笑顔の食卓を! ～Smile～」を

テーマに、綺麗で清潔な売場、美味しく魅力ある商品づくり、笑顔での接客対応
という基本を徹底し、プロフェッショナルな人材育成を行うことで販売力と
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収益力の向上を目指しています。
飲食業では3月にフジグラン東広島（広島県東広島市）のフードコート内に

2業態を出店しました。また、フランチャイズとして、4月に改装したフジグラン
神辺内に「天丼てんや」を出店、7月には愛媛県新居浜市に「ケンタッキーフライド
チキン」を1店舗出店しました。さらに、ドトールコーヒーショップチェーンに
加盟し、11月にフジグラン石井（徳島県名西郡）内の「ドトールコーヒーショップ」
を他社より事業継承しました。既存店においては、お客様に快適なお食事をして
いただくため、新しいメニューの開発や新業態への転換及び改装を5店舗に
おいて実施しました。また、経営効率を高めるため3店舗を閉店しました。
金融・保険サービス業では、エフカの利用拡大に向けた取り組みを継続的に
推進することに加え、前年度より不動産賃貸借契約における保証人代行事業
「エフカ お部屋サポート」のサービスを開始し、さらに外部の企業様向けの電子
マネーサービスの提供を開始するなど、事業規模の拡大を目指しています。
総合フィットネスクラブ事業では、「安心」「快適」「楽しさ」「ふれあい」を
基本的価値とし、会員様の心身の健康づくりと充実した生活をサポートする
ことで、ブランド力の向上を目指しています。フィットネスの新規プログラム導入
やマシンの入れ替えをはじめとした施設改善を行うとともに、プログラム指導員の
人材育成に取り組むなど、既存会員様の満足度向上と新規会員の獲得を推進
しています。
これらの結果、小売周辺事業の営業収益は351億46百万円（前年同期比
2.5%増）、営業利益は12億4百万円（前年同期比8.4%減）となりました。

【その他】
総合ビルメンテナンス業では、事業規模の拡大、店頭における営業力向上と

コスト削減のための総合管理体制のレベルアップ、お客様が安心してお買い物
していただける保安業務の推進を目指し、各種取り組みを推進しています。
旅行業では、安定した収益の確保と強い経営基盤を構築するために、営業
力の強化やコスト削減の取り組みを推進しています。株式会社JTB中国四国
との連携においてはタスクフォースを編成し、エリア戦略の構築、店舗ネットワークの
再編、システムの相互利用、人材交流及び商品力の強化等において検討を進め
ました。なお、12月に株式会社フジ、株式会社フジ・トラベル・サービス及び株式
会社JTBの三社間で「業務提携に関する基本合意書」を締結し、1月に株
式会社フジ・トラベル・サービスの株式の5%を株式会社JTBに譲渡しました。
これらの結果、その他事業の営業収益は99億43百万円（前年同期比4.3%
増）、営業利益は6億12百万円（前年同期比5.0 %増）となりました。

2 .今後の見通し
国内経済は緩やかながらも堅調な推移が続いており、海外の経済情勢は米
国、欧州ともに高めの成長率を維持しています。しかしながら、事業を取り巻く
状況としては、少子高齢化と人口減少によるマーケット縮小、業種・業態を越え
た販売競争の激化、原材料価格の高騰や労働力不足に起因する商品・サービ
スの値上げ及び増税や社会保障に対する不安による生活防衛意識の高まりな
どによって、今後も厳しい経営環境が続くと予測しています。
当社は創業50周年を機に、普遍的に目指していくべき姿を考え、新しい企業
スローガン『この街に、あってよかった。』を策定しました。併せて従業員の
意識を変革し、お客様や地域をはじめとしたステークホルダーの皆様からの
期待値（ブランド力）を高められるよう、企業ロゴマークと行動指針も刷新しま
した。平成30年度は、経営方針を『まじめに、たのしく、あたらしく。～お客様
満足の実現と社員満足度の向上～』とし、常にお客様視点・地域視点で物事

を捉え、従業員一人ひとりが笑顔や感謝の気持ちでお客様に喜んでいただけ
るような行動を積み重ねていきます。買物環境の改善、商品・サービスの品質
向上及び新しい取り組みへの積極的なチャレンジによって、価値創造とブランド
力の向上を図ります。一方で、競争力強化と収益力向上に繋がる経営資源の
適正配分のため、不採算事業や将来性に乏しい事業の再構築を進めます。
また、企業の成長を支える人材の確保と育成のために、働き手である従業員の
ライフスタイルやライフステージに沿った制度を構築しながら、やりがいを
持って仕事と向き合うための仕組みと風土の構築を組織的に推進します。重点
施策として、「お客様視点での思考と行動」、「地域（街）との共存共栄」、「お客様
や地域のニーズに対するきめ細かなＭＤ（※2）やサービスの展開」、「事業の
再構築とコストの適正化」、「営業と経営を支援する機能の強化」、「人の強みを
伸ばす、活かす」に取り組みます。
事業戦略としては、スーパーマーケット事業を中核事業と位置付けており、

生鮮部門やデリカ部門で独自性を発揮することや、頻度品を中心に価格競争
力を向上させることによって店舗の集客力を高め、一方では生産性の向上に
よる利益拡大を目指し、それらを実現するための機能整備や人材育成を進め
ます。衣料・住関連事業は、競争優位に立てる主力部門の強みを伸ばし、フラン
チャイズやテナントを組み合わせることで、適正規模化と機能強化を推進し
ます。また、ネット販売や移動販売等のノンストアリテイル事業を成長分野と
位置付け、お客様の買い物に対する利便性を高めるために、フジカンパニーズ
が持つ多様な商品・サービスを融合させて、地域のくらしを総合的にサポート
するなどの施策に取り組みます。
店舗戦略としては、松山、広島両都市圏及び店舗を展開している地域の主要
都市において、ＳＭ（スーパーマーケット）またはＮＳＣ（近隣購買型ショッピング
センター）の新規出店を推し進めることで、より強固なドミナントエリアを構築
します。平成30年度には「フジ波止浜店」（愛媛県今治市）を新設するほか、フジ
宇和島店とスーパーＡＢＣ上一万店の建て替え新設を行う予定です。また、更
なる既存店の活性化と収益力の向上を狙いとして、「フジグラン広島」（広島市
中区）、「フジグラン三原」（広島県三原市）、「フジグラン岩国」（山口県岩国市）
の改装を行うとともに、その他の店舗においても今後改装を計画しています。
商品戦略としては、プライベートブランドやストアブランドの開発推進に加え、

地域に根ざし愛されてきた商品の発掘や販売強化などにより、お客様の支持を
得られる強い商品とカテゴリーづくりを行います。商品構成は、お客様のニーズや
ウォンツを捉えた新しい提案を積極的に行うとともに、カード情報と販売データ
を活用し、エリアや個店ごとに最適な品揃えを目指します。
以上により、通期業績については営業収益3,220億円（前年同期比1.6％
増）、営業利益86億円（前年同期比18.8％増）、経常利益105億円（前年同期
比17.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益61億円（前年同期比8.8％増）
を計画します。
※2.ＭＤ：マーチャンダイジング・・・お客様に商品を提供するために必要な
全ての活動の総称
株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申しあげます。
（注）事業部門別の営業収益には、売上高及び営業収入を含め、事業部門間の取引
も含めています。また、記載金額には、消費税等を含めていません。
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老朽化が進んだ店舗施設や什器を刷新し、買い物
環境の整備を行いました。新設したイートインコーナー
は、お客様のニーズにお応えし、Wi-Fi環境を整え
ました。
また、店内の適正規模化を図り、後方を拡大して
「ネットスーパー松山センター」を開設しました。これ
まで愛媛県内6店舗で行っていた配送を1ヵ所に
集約し、サービスの充実を図るとともに、より効率的
にサービスをご提供しています。これにより配達
エリアを拡大し、平成30年2月14日（水）の配達分
から愛媛県全域（※一部島しょ部除く）に配送が
可能になりました。

「フジ松前店」改装および
「ネットスーパー松山センター」開設

フジ小郡店は、国道9号線沿いの
利便性の高いエリアに立地して
います。商圏内には20〜30代の
ファミリー世帯が多いため、簡便・
即食商品を豊富に取り揃えている
ほか、地元商品や健康志向などに
対応したこだわりの商品を充実
させました。また直営のインストア
ベーカリーを導入し、広々とした
イートインコーナーを併設してい
ます。

「フジ小郡店」オープン

新設 改装

開店日／平成３０年２月９日（金）
所在地／山口県山口市小郡下郷８１２番２

所在地／愛媛県伊予郡松前町西古泉1番地1
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所在地／愛媛県伊予郡松前町西古泉1番地1

「フジ井口店」改装

「フジグラン広島」改装

主客であるシニアのお客様はもちろん30〜40代のファミリー層
から、今後一層ご支持をいただくため、店舗機能を強化し、
品揃えを充実させました。またイートインコーナーとキッズパーク
を新設したほか、2階フロアには新規テナント「Can☆Do」を導入
しました。

さらに魅力あるショッピングセンターへと生まれ変わるため、惣菜
コーナーを拡大して品揃えを充実させるとともに、新規テナントを
導入し、「食」の強化を図りました。またビジネス関連商品を豊富
に取り揃え、「衣・住」の充実を図りました。さらに新たにイートイン
コーナーを設け、コミュニティの場もご提供しています。

所在地／広島県広島市西区井口台二丁目23番24号

所在地／広島県広島市中区宝町2番1号

フジは、一人ひとりの従業員が十分に能力を発揮し、豊かな人生を
送れるようワーク・ライフ・バランスを推進しており、職場環境の
整備をはじめ育児勤務制度や看護勤務制度などの諸制度の
充実を図っています。
その一環として平成30年2月1日（木）、事業所内保育園「フジ
にじいろ保育園」を開園しました。365日、7時から20時まで
受け入れを行うほか、外国人講師を配置し、英語で遊ぶ保育を
行います。また、隣接するスポーツクラブ「フィッタ」のキッズ体操

教室やキッズスイミングスクール
を活用した保育を行います。出産
後も安心して働ける環境を整備
することで、従業員のさらなる活躍
推進をサポートします。

事業所内保育園「フジにじいろ保育園」開園

その他事業

平成29年12月21日（木）、
松山市のひめぎんホールにて、
「第15回フジ・クリスマス
コンサート」を開催しました。
素敵な歌声と演奏を楽しんで
いただき、一夜限りの夢のひと
時を過ごしていただきました。

フジ・クリスマスコンサート

コミュニティ活動

所在地／愛媛県松山市宮西一丁目５番４１号
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■連結貸借対照表
前連結会計年度

（平成29年2月28日）
当連結会計年度

（平成30年2月28日）

科目 金額 金額

（資産の部）

流動資産 24,807 24,736

　　 現金及び預金 8,081 8,930

　　 受取手形及び売掛金 1,695 1,679

　　 営業貸付金 756 668

　　 商品 11,189 10,877

　　 繰延税金資産 495 554

　　 その他 2,758 2,173

　　 貸倒引当金 △	169 △	146

固定資産 133,782 135,625

  　有形固定資産 89,850 88,041

　　 建物及び構築物 48,926 47,057

　　 機械装置及び運搬具 413 455

　　 工具、器具及び備品 3,387 3,224

　　 土地 34,875 35,155

　　 リース資産 1,534 1,786

　　 建設仮勘定 712 361

  　無形固定資産 5,739 5,618

　　 借地権 4,654 4,653

　　 その他 1,085 965

  　投資その他の資産 38,191 41,965

　　 投資有価証券 17,346 19,874

　　 長期貸付金 323 223

　　 繰延税金資産 320 317

　　 差入保証金 11,227 11,242

　　 建設協力金 5,955 5,838

　　 退職給付に係る資産 973 1,846

　　 その他 2,047 2,624

　　 貸倒引当金 △ 2 △	2

資産合計 158,589 160,362

前連結会計年度
（平成29年2月28日）

当連結会計年度
（平成30年2月28日）

科目 金額 金額

（負債の部）
流動負債 44,637 39,094
　　 支払手形及び買掛金 17,868 17,231
　　 短期借入金 4,330 400
　　 1年内返済予定の
　　 長期借入金 9,015 7,342

　　 未払金 5,734 6,117
　　 未払法人税等 1,276 1,480
　　 賞与引当金 873 889
　　 商品券回収損引当金 127 118
　　 その他 5,409 5,513

固定負債 43,284 36,910
　　 長期借入金 22,353 15,010
　　 リース債務 1,758 2,076
　　 繰延税金負債 1,603 2,150
　　 役員退職慰労引当金 383 77
　　 退職給付に係る負債 1,830 1,933
　　 利息返還損失引当金 1,051 846
　　 投資等損失引当金 404 573
　　 長期預り保証金 10,210 9,877
　　 資産除去債務 3,265 3,331
　　 その他 423 1,032

　 負債合計 87,921 76,004

（純資産の部）
株主資本 65,288 77,140
　　 資本金 15,921 19,407
　　 資本剰余金 16,257 19,747
　　 利益剰余金 33,151 38,136
　　 自己株式 △ 41 △ 151
その他の包括利益累計額 5,210 7,006
　　 その他有価証券
　　 評価差額金 5,312 6,451

　　 繰延ヘッジ損益 － －
　　 退職給付に係る調整累計額 △	102 555
非支配株主持分 168 210
　 純資産合計 70,667 84,357

負債純資産合計 158,589 160,362

（単位：百万円）

財務の状況（連結）
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■連結損益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
（平成28年3月1日～

平成29年2月28日）

当連結会計年度
（平成29年3月1日～

平成30年2月28日）

科目 金額 金額

売上高 299,229 298,573 

売上原価 228,990 227,904

売上総利益 70,239 70,668

営業収入 18,151 18,065

営業総利益 88,390 88,733

販売費及び一般管理費 81,195 81,495

営業利益 7,195 7,238

営業外収益 1,670 2,146

営業外費用 556 445

経常利益 8,309 8,938 

特別利益 4	 9	

特別損失 713	 1,237	

税金等調整前当期純利益 7,600 7,711 

法人税等 2,762	 2,082	

非支配株主損益調整前当期純利益 4,837	 5,629	

非支配株主に帰属する当期純利益 24	 27	

親会社株主に帰属する当期純利益 4,812 5,602 

■営業収益の推移

■総資産の推移

■純資産の推移
前連結会計年度

（平成28年3月1日～
平成29年2月28日）

当連結会計年度
（平成29年3月1日～

平成30年2月28日）

科目 金額 金額

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,687	 11,718	

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,533 △	4,014

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,713 △	6,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440	 848	

現金及び現金同等物の期首残高 7,640	 8,081	

現金及び現金同等物の期末残高 8,081	 8,930	

■連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

財務の状況（連結）
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■貸借対照表
第50期

（平成29年2月28日）
第51期

（平成30年2月28日）

科目 金額 金額

（資産の部）

流動資産 20,487 21,014

固定資産 124,310 124,312

有形固定資産 78,260 75,939

無形固定資産 5,223 5,134

投資その他の資産 40,826 43,238

資産合計 144,797 145,327

（負債の部）

流動負債 40,622 36,431

固定負債 40,234 33,860

負債合計 80,857 70,292

（純資産の部）

株主資本 58,887 68,869

資本金 15,921 19,407

資本剰余金 16,257 19,743

利益剰余金 26,751 29,869

自己株式 △ 41 △ 151

評価・換算差額等 5,052 6,164

その他有価証券評価差額金 5,052	 6,164

純資産合計 63,940 75,034

負債純資産合計 144,797 145,327

（単位：百万円）■損益計算書
第50期

（平成28年3月1日～
平成29年2月28日）

第51期
（平成29年3月1日～

平成30年2月28日）

科目 金額 金額

売上高 294,791 293,471 

売上原価 239,563 238,133	

売上総利益 55,227 55,338 

営業収入 13,500 13,536	

営業総利益 68,728 68,875

販売費及び一般管理費 63,431 63,436

営業利益 5,296 5,439

営業外収益 1,088 1,263

営業外費用 487 387

経常利益 5,896 6,315

特別利益 4	 9

特別損失 668	 1,091

税引前当期純利益 5,232 5,233

法人税等 2,053	 1,497	

当期純利益 3,179 3,736

（単位：百万円）

財務の状況（単体）
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■商品別営業収益 （単位：百万円）

■商品別売上高構成比

売
　
上
　
高

生 鮮 食 品 65,103
加 工 食 品 70,418
実 用 衣 料 5,882
紳 士 衣 料 3,206
婦 人 衣 料 6,494
子 供 衣 料 1,608
服 飾 品 4,808
室 内 調 度 品 3,411
家 庭 雑 貨 10,413
文 化 用 品 5,186
そ の 他 3,597
テ ナ ン ト 113,340
小 計 293,471

営
業
収
入

不 動 産 賃 貸 収 入 7,584
そ の他の営業収入 5,952
小 計 13,536
合 計 307,008

■地域別売上高

中国地区
店舗数 30店舗
売上高 95,318百万円
構成比 32.5％

四国地区
店舗数 66店舗
売上高 193,161百万円
構成比 65.8％

店舗数　21店舗
売上高　77,371百万円
構成比　26.4％

広島県

店舗数　9店舗
売上高　17,946百万円
構成比　6.1％

山口県

店舗数　4店舗
売上高　11,426百万円
構成比　3.9％

香川県

店舗数　5店舗
売上高　17,744百万円
構成比　6.0％

徳島県

店舗数　8店舗
売上高　23,808百万円
構成比　8.1％

高知県

店舗数　49店舗
売上高　140,182百万円
構成比　47.8％

愛媛県

その他
売上高 4,991百万円
構成比 1.7％

部門・地域別売上高（単体）
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会社の概況

■役員（平成30年5月17日現在）

代表取締役会長 兼 CEO 尾　﨑　英　雄
代表取締役社長 兼 COO 山　口　　　普
代 表 取 締 役 専 務 髙　橋　正　人
常 務 取 締 役 森　田　英　樹
常 務 取 締 役 松　川　健　嗣
取 締 役 仙　波　保　幸
取 締 役 相 談 役 大　内　健　二
取 締 役 佐　伯　雅　則
取 締 役 三　秋　　　忍
社 外 取 締 役 横　山　ぬ　い
社 外 取 締 役 藤　田　敏　子
常 勤 監 査 役 金　野　　　修
常 勤 監 査 役 角　倉　文　明
監 査 役 酒　井　一　若
監 査 役 寄　井　真二郎

分類 事業の内容 会社名

小売事業

書籍・ＣＤ・ＤＶＤの
小売及びレンタル業

フジ・TSUTAYA・エンターテイメント
株式会社

食品スーパーマーケット 株式会社フジマート
株式会社フジマート四国

カー用品の販売・サービス・
カーライフ情報の提供 株式会社フジモータース

医薬品・化粧品等小売業 株式会社レデイ薬局

小 売
周辺事業

食品加工・製造販売業 株式会社フジデリカ・クオリティ

青果物・その他
農産物の加工 株式会社フジ・ハートデリカ

容器・機械等の洗浄・
清掃業 株式会社フジ・ハートクリーン

飲食業 株式会社フジファミリーフーズ

金融・保険サービス業 株式会社フジ・カードサービス

総合フィットネスクラブ
事業 株式会社フジ・スポーツ＆フィットネス

青果物の仕入れ・
加工販売業 株式会社フジ・アグリフーズ

農産物の生産・販売 株式会社フジファーム

サービス
そ の 他

不動産賃貸業 株式会社西南企画
株式会社アクトピア企画

総合ビルメンテナンス業 株式会社フジセキュリティ

清掃業 株式会社 FNクリーン

旅行業 株式会社フジ・トラベル・サービス

自動車賃貸業 株式会社フジ・レンタリース

介護サービス業 株式会社ユーミーケア

障がい福祉サービス
事業 株式会社フジすまいるファーム飯山

■フジカンパニーズ（平成30年5月17日現在）

上席執行役員 永井　信章 上席執行役員 大西　文和
上席執行役員 吉田　勇夫 執 行 役 員 山口　　徹
執 行 役 員 川本ゆかり 執 行 役 員 古泉　有浩
執 行 役 員 植田　真也 執 行 役 員 塩出　徳子
執 行 役 員 徳永　隆明 執 行 役 員 重松　昌司
執 行 役 員 秋山みゆき 執 行 役 員 河野　俊之
執 行 役 員 豊田　洋介 執 行 役 員 大園　文彦

取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。

■会社の概要（平成30年5月17日現在）

社 名 株式会社フジ
事業内容 総合小売業

（食料品、衣料品、日用雑貨品等の小売販売）
設 立 昭和42年9月12日
資 本 金 194億700万円
店 舗 数 96店舗
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店舗一覧

■フジのネットワーク（平成30年5月17日現在）

愛媛県（49店舗）

エミフルMASAKI
フジグラン川之江
フジグラン新居浜
フジグラン西条
フジグラン今治
フジグラン松山
フジグラン重信
フジグラン大洲
フジグラン北浜
フジグラン北宇和島
フジ川之江店
フジ三島店
フジ新居浜駅前店
フジ本郷店
フジ東予店
フジ今治店
フジ夏目店

広島県（21店舗）

フジグラン神辺
フジグラン尾道
フジグラン三原
フジグラン東広島
フジグラン安芸
フジグラン高陽
フジグラン緑井
フジグラン広島
フジグランナタリー
フジ竹原店
フジ熊野店

フジ海田店
フジ白島店
フジ三篠店
フジ庚午店
フジ井口店
フジ廿日市店
フジ・ZY三入店
フジ・ZY東雲店
パルティ・フジ坂
パルティ・フジ庚午南

山口県（9店舗）

フジグラン岩国
フジグラン山口
フジグラン宇部
フジ南岩国店
フジ柳井店

フジ新南陽店
フジ西宇部店
フジ小郡店
フジ長門店

フジ和気店
フジ安城寺店
フジ姫原店
フジ本町店
フジ松江店
フジ北斎院店
フジ垣生店
フジ古川店
フジ藤原店
フジ道後店
フジ立花店
フジ松末店
フジ南久米店
フジ砥部店
フジ砥部原町店
フジ松前店
フジ伊予店

フジ見奈良店
フジ内子店
フジ八幡浜店
フジ宇和店
フジ広見店
フジ吉田店
フジ宇和島店
フジ南宇和店
フジ・ZY北条店
フジ・ZY高岡店
エフ・マルシェ古川店
瀬戸内海響市場	エフ・マルシェ
パルティ・フジ西条玉津
パルティ・フジ衣山
パルティ・フジ平井

高知県（8店舗）

フジ桜井店
フジ須崎店
フジ中村店
フジ宿毛店

フジグラン野市
フジグラン葛島
フジグラン高知
フジグラン四万十

香川県（4店舗）

フジ志度店
フジ楠上店

フジグラン十川
フジグラン丸亀

徳島県（5店舗）

フジ中吉野店
ザ・カジュアル池田店

フジグラン阿南
フジグラン北島
フジグラン石井
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株主優待制度

株主ご優待制度について

贈
呈
基
準（
１
回
あ
た
り
）

ご所有株式数
Aコース Bコース Cコース Dコース

株主優待
割引券

株主優待割引券＋エフカマネー フジネットショップ
ポイント

PB商品もしくは
地域特産品株主優待割引券 エフカマネー

100株〜199株 2,000円分

ご所有株式数が500株未満の
株主様はご選択できません。 2,000円分 2,000円相当

200株〜299株 3,000円分

300株〜399株 4,000円分

400株〜499株 5,000円分

500株〜999株 6,000円分 3,000円分 1,000円分

1,000株〜1,999株 10,000円分 5,000円分 2,000円分

5,000円分 5,000円相当

2,000株〜2,999株 20,000円分 10,000円分 4,000円分

3,000株〜3,999株 30,000円分 15,000円分 6,000円分

4,000株〜4,999株 40,000円分 20,000円分 8,000円分

5,000株以上	（一律） 50,000円分 25,000円分 10,000円分

　当社では株主の皆様のご支援にお応えするため、毎年２月末日及び８月３１日時点の株主様に対し、ご所有株式数に応じて株主優待をお贈りいたします。
株主優待の内容は、4つのコースとなっており、ご希望のコースを1つご選択いただくようになります。当社の株主ご優待制度をぜひご利用ください。

長期保有株主ご優待制度について

　当社では一昨年度（基準日：2016年8月31日）より、
皆様のご支援に対する感謝の意を表するとともに、より
一層株主の皆様の満足度の向上を図り、お客様株主
として長期的に当社の株式を保有していただくことを
目的に、現行の制度に加えて「長期保有株主ご優待
制度」を導入いたしました。

対　象
500株以上を継続して1年または2年以上保有されている株主様。
※中間期末の配当基準日である毎年8月末日時点において、継続して1年以上または2年以上、同一
名義で保有されている株主様を対象とします。

起算日 初回保有期間の起算日は2016年8月31日（基準日）とします。

贈呈商品
①1年以上2年未満保有	………	新米2㎏
②2年以上保有	…………………	新米5㎏
※地産地消・地域貢献を目的に贈呈新米は中四国産銘柄の中から選定します。

贈呈時期 現行の8月31日基準日の優待贈呈時期に準じ、毎年11月下旬（予定）となります。
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株式の状況

Aコース　　株主優待割引券
ご
利
用
方
法

お支払金額1,000円以上につき、1,000円
毎に100円券1枚をご利用できます。
ただし、タバコ・切手・金券類、その他当社
指定のものは除外させていただきます。
なお、現金への換金はできません。

見　　　　本ご
利
用
で
き
る
店
舗

株式会社フジ全店舗の直営売場及び
テナント（専門店※）
※一部の専門店を除きます。

フジカンパニーズ各社の直営売場
※一部ご利用できない店舗があります。

Bコース　　株主優待割引券＋エフカマネー（500株以上ご所有の株主様）
株主優待割引券の発行に加え、当社ハウスカー
ドである「エフカ」の電子マネー「エフカマネー」を
付与いたします。なお、エフカマネーの付与につき
ましては、株主様ご本人名義のカードに限らせて
いただきます。

見　 　　   本

Cコース　　フジネットショップポイント
当社のネットショップでご利用いただける
ポイントを付与いたします。お近くに当社の店舗
がない株主様にお勧めです。なお、フジネット
ショップポイントの付与につきましては、株主様
ご本人名義のIDに限らせていただきます。

Dコース　　フジPB商品もしくは地域特産品
当社のプライベートブランド「Prime	ONE」、または地元の特産品を贈呈いたします。
こちらのコースも、お近くに当社の店舗がない株主様にお勧めです。

ご優待制度の内容

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

株 式 会 社 ア ス テ イ 7,977 20.83
フ ジ 共 栄 会 2,393 6.25
フ ジ 親 栄 会 1,445 3.77
第一生命保険株式会社 1,268 3.31
株 式 会 社 伊 予 銀 行 1,166 3.04
株 式 会 社 広 島 銀 行 1,165 3.04
株 式 会 社 愛 媛 銀 行 1,165 3.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 899 2.34
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 880 2.29
株 式 会 社 も み じ 銀 行 657 1.71

■大株主

■株式発行状況
発行可能株式総数 130,000,000株
発行済株式の総数 38,291,560株
株主数 12,467名

■所有者別分布（株式数）



■株主メモ

事　業　年　度	 毎年3月1日から翌年2月末日まで

定時株主総会	 毎年5月

基　　準　　日	 定時株主総会　2月末日
	 期末配当金　2月末日
	 中間配当金　8月31日
	 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

上場証券取引所	 東京証券取引所（第一部）

単 元 株 式 数	 100株

公　告　方　法	 電子公告により下記当社ホームページに掲載します。
	 http://www.the-fuji.com
	 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
	 による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載し
	 ます。

株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関
	 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
	 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社	証券代行部

郵便物送付先	 〒168-0063	東京都杉並区和泉二丁目８番４号

及び照会先 	 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120 -782 -031（通話料無料）

ホームページアドレス	 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会
は、口座のある証券会社にお申出ください。また、証券会社に口座を開設されて
いない株主様は、上記照会先までご連絡ください。

【特別口座の口座管理機関変更について】

　平成28年5月20日より、特別口座の口座管理機関を、三井住友信託銀行株
式会社に変更いたしました。

特別口座の株式の振替手続きについて
　株券電子化の施行日前に、証券会社の口座に預けられていない
株式は、当社が三井住友信託銀行株式会社に開設した特別口座で
記録・管理しております。
　特別口座の株式は、売買することができません（注1）ので、証券会
社に株主様ご本人名義の口座を開設（注2）して、特別口座の株式
を振替えられることをお勧めいたします。

（注1）下記の単元未満株式の買取請求は特別口座のままでお手続き可能です。
（注2）既に証券会社に口座を開設済みの株主様は、その口座に振替が可能です。

単元未満株式の買取請求制度について

特別口座、単元未満株式の買取請求のお手続きのお問い合わせ先
〈証券会社の口座に記録された株式〉
　　口座を開設された証券会社にお申出ください。
〈特別口座に記録された株式〉

株式名簿管理人である左記三井住友信託銀行株式会社に
お問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社
0120-782-031（通話料無料）

株主インフォメーション

　単元未満株式（1〜99株）は、市場で売買することができませんが、
「単元未満株式の買取請求制度」をご利用いただくことができます。
「単元未満株式の買取請求制度」とは、株主様の請求により、単元
未満の株式を当社が買取らせていただく制度です。

325株＝ 300株（単元株式）＋ 25株（単元未満株式）
▼

買取請求制度をご利用
▼

25株を当社が買取 ⇨ 買取代金のお支払い
▼

単元株式300株に

（買取請求の例：325株ご所有の場合）

（店舗）
愛媛県49店・高知県8店・香川県4店・
徳島県5店・広島県21店・山口県9店
URL http://www.the-fuji.com

〒790-8567 
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
TEL （089）926-7111


