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イオンは小売を中心に、金融、ディベロッパー、サービスなど、300を超える企業で構成されています。多様な事業
が有機的に結びつき、高い相乗効果を創出することで、さらなる成長を目指し、革新への挑戦を続けています。

私たちはイオンです。

企業理念

主要連結財務データ

企業概要
（2016年2月末日現在）

社 名　イオン株式会社

設 立　1926年（大正15年）9月

資 本 金　2,200億7百万円

本 社　 〒261-8515  
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

ウェブサイト　http://www.aeon.info/

〈株式公開企業〉

イオン（株）
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。（株）ベルク

1994年、JASDAQに株式公開。
2008年、東証第2部に上場し、
2009年に第1部へ。埼玉県、群馬県を
中心に展開する地域密着型スーパー
マーケットチェーン。

（株）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。

ミニストップ（株）
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。

マックスバリュ中部（株）
1987年、名証第2部に上場。中部を
地盤とするスーパーマーケットチェーン。

マックスバリュ西日本（株）
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。

マックスバリュ東北（株）
2000年、東証第2部に上場。東北を
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（株）
2004年、東証第2部に上場。静岡県
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。

マックスバリュ北海道（株）
1995年、JASDAQに株式公開。
北海道を地盤とするスーパーマー
ケットチェーン。

マックスバリュ九州（株）
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。

イオン北海道（株）
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。

イオンフィナンシャルサービス（株）
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
銀行持株会社。

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 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
（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。

イオンモール（株）
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
SC専業ディベロッパー。

イオンディライト（株）
1995年、大証第2部に上場。
1999年、東証第2部に上場し、
2000年に両取引所第1部へ。
2013年、市場統合により東証のみ
上場。企業の運営管理業務、施設
管理、警備保安、清掃を一手に引き
受ける総合ファシリティマネジメント
サービス企業。

（株）ツヴァイ
2004年、JASDAQに上場。
2007年、東証第2部に上場。
しあわせな出会いを創造する
結婚相手紹介サービス業。

（株）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する企業。

（株）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。

（株）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。

（株）やまや
1994年、JASDAQに株式公開。
2002年、東証第2部に上場し、
2004年に第1部へ。酒類を扱う大型
専門店チェーン。

AEON CO.（M）BHD.
（マレーシア）
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（中国）
1994年、香港証券取引所に上場。
香港を代表する総合小売業。

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

（株）クスリのアオキ
2006年、東証第2部に上場し、２０１１年
に第１部へ。石川県を拠点とし、北陸・
上越を中心に展開するドラッグスト
アチェーン。

（株）メディカル一光
2004年、JASDAQに上場。三重県
を中心に中部・近畿を地盤とする
調剤薬局チェーン。

（株）いなげや
1978年、東証第2部に上場し、1984
年に第1部へ。東京西部を中心に
関東を地盤とするスーパーマーケット
チェーン。

（株）ツルハホールディングス
1998年、JASDAQに株式公開。
2001年、東証第２部に上場し、
2002年に第1部へ。2005年11月に
持株会社へ移行。北海道を中心に
多店舗展開を進めるドラッグストア
チェーン。

ウエルシア
ホールディングス（株）
2008年、東証第2部に上場し、2012
年に第1部へ。ウエルシア薬局㈱など
の企業を傘下に、調剤薬局併設型
ドラッグストアを展開する持株会社。

（株）タカキュー
1984年、JASDAQに株式公開。
1986年、東証第2部に上場し、
1989年に第1部へ。紳士衣料品を
主軸に企画・販売する専門店チェーン。

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。

純粋持株会社
イオン（株）

ＧＭS（総合スーパー）事業
イオンリテール（株）
イオン北海道（株）
（株）サンデー
イオン九州（株）
イオンスーパーセンター（株）
イオンバイク（株）
イオンベーカリー（株）
イオンリカー（株）
イオン琉球（株）　
トップバリュコレクション（株）
（株）ボンベルタ

ＳＭ（スーパーマーケット）・ＤＳ（ディスカウントストア）事業
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（株）
マックスバリュ西日本（株） 
マックスバリュ東北（株）　
マックスバリュ東海（株）　
マックスバリュ中部（株）　
マックスバリュ北海道（株）
マックスバリュ九州（株）

○（株）いなげや
○（株）ベルク
アコレ（株）
イオンビッグ（株）
イオンマーケット（株）
（株）カスミ
（株）光洋
（株）山陽マルナカ
（株）ダイエー
（株）ビッグ・エー
（株）ビッグ・エー関西
マックスバリュ関東（株）
マックスバリュ長野（株）
マックスバリュ北陸（株）
マックスバリュ南東北（株）
（株）マルエツ
（株）マルナカ
（株）レッドキャベツ

小型店事業
ミニストップ（株）
オリジン東秀（株）
まいばすけっと（株）

ドラッグ・ファーマシー事業
ウエルシアホールディングス（株）

○（株）メディカル一光
●（株）ツルハホールディングス
●（株）クスリのアオキ
ウエルシア薬局（株）　
シミズ薬品（株）
（株）ＣＦＳコーポレーション
○（株）ウェルパーク
○（株）ザグザグ
※ドラッグストア・調剤薬局連合「ハピコム」構成メンバー

総合金融事業
イオンフィナンシャルサービス（株）
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD

○イオンリート投資法人
（株）イオン銀行
イオンクレジットサービス（株）
イオン住宅ローンサービス（株）
イオンプロダクトファイナンス（株）
イオン保険サービス（株）
イオン・リートマネジメント（株）
フェリカポケットマーケティング（株）

ディベロッパー事業
イオンモール（株）
イオンタウン（株）

サービス・専門店事業
【サービス事業】
イオンディライト（株）
（株）イオンファンタジー
（株）ツヴァイ
（株）イオンイーハート
イオンエンターテイメント（株）
イオンカルチャー（株）
イオンコンパス（株）
イオンライフ（株）
（株）カジタク
リフォームスタジオ（株）
【専門店事業】
（株）ジーフット
（株）コックス
○（株）タカキュー
アビリティーズジャスコ（株）
（株）イオンフォレスト
イオンペット（株）
（株）イオンボディ
クレアーズ日本（株）
コスメーム（株）
タルボットジャパン（株）
ブランシェス（株）
（株）未来屋書店
（株）メガスポーツ
メガペトロ（株）
ローラアシュレイジャパン（株）
ＡＴジャパン（株）
R．O．U（株）

デジタル事業
イオンリンク（株）
※2016年4月1日付でイオンドットコム（株）に社名変更

国際事業
【中国】　
AEON (CHINA) CO., LTD.
AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited
AEON EAST CHINA (SUZHOU) CO., LTD.
AEON South China Co., Limited
AEON (HUBEI) CO., LTD.　

BEIJING AEON CO., LTD.
GUANGDONG AEON TEEM CO., LTD.
QINGDAO AEON DONGTAI CO., LTD.
【ASEAN】 
AEON ASIA SDN. BHD.
AEON CO. (M) BHD.
AEON BIG (M) SDN. BHD.
AEON INDEX LIVING SDN. BHD.
AEON VIETNAM Co., LTD
AEON (CAMBODIA) Co., Ltd.
AEON (Thailand) CO., LTD.
DONG HUNG INVESTMENT DEVELOPMENT 
CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY LIMITED
PT. AEON INDONESIA

○FIRST VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

機能会社
○（株）やまや
イオンアイビス（株）
イオンアグリ創造（株）
イオングローバルＳＣＭ（株）
イオントップバリュ（株）
イオンフードサプライ（株）
イオンマーケティング（株）
コルドンヴェール（株）
（株）生活品質科学研究所
Tasmania Feedlot Pty. Ltd.

○イオンデモンストレーションサービス（有）

 ■ 公益財団法人 イオンワンパーセントクラブ
 ■ 公益財団法人 イオン環境財団
 ■ 公益財団法人 岡田文化財団

　

グループ主要企業一覧

太字は株式公開企業  
○は持分法適用関連会社　
●は友好提携会社

【2016年2月29日現在】

営業収益 営業利益 経常利益 総資産

　　　

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

’11 ’12 ’13

5,223,344
5,685,303

198,638 190,626 212,260 212,535

’14 ’15 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

4,048,937

5,724,835

6,395,142

8,176,732
7,078,577

176,977171,432
141,368

176,854 179,674
152,509

6,815,241
8,225,8747,859,803

注） 年度：各年3月1日〜翌年2月末日 
2014年2月期の会計方針及び表示に合わせて過年度実績を遡及修正しています。

＜イオン宣言＞

イオンは、

日々のいのちとくらしを、

開かれたこころと活力ある行動で、

「夢のある未来」（ ）に変えていきます。

Group Synergies

イオンの概要


