
2010年度 51,146

2011年度 52,233

2012年度 56,853

2013年度 63,951

2014年度 70,785

セグメント別
営業収益

営業収益 （単位：億円）

セグメント別営業収益構成比※

2010年度 1,723

2011年度 2,122

2012年度 2,125

2013年度 1,768

2014年度 1,525

経常利益 （単位：億円）

GMS事業

SM・DS・
小型店事業

総合金融事業

ディベロッパー事業

サービス・
専門店事業

アセアン事業

中国事業

その他事業

※ 構成比は連結調整前の単純合算数値をベースとして算出

イオングループの概要 事業展開

イオンは、GMS（総合スーパー）を核店舗に、多彩な専門
店で構成される広域商圏対応のモール型ショッピングセン
ター（SC）、毎日のくらしに必要な専門店・サービス機能など
を揃えた小商圏対応型SCなど、地域の特性に合わせたSC
を展開しています。また、お客さまの健康的で豊かな生活を
サポートするために、小型スーパーマーケットやコンビニエ
ンスストア、ドラッグストア、総合金融サービスなどの多彩な
事業を展開。グローバルな“顧客満足業”として、日本・中国・
ASEAN約300社のグループ企業と44万人を超える従業
員が一体となり、お客さまの便利で快適なくらしに貢献する
ことを目指しています。

日本・中国・ASEAN約300社のグループ企業と
44万人の従業員が「販売」「サービス」など、
日々のくらしを支える9つの事業を展開しています。

　GMS（総合スーパー）事業
専門性の高い品揃えとサービスで、
お客さまの衣食住をサポートする総
合スーパーを展開しています。
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）、（株）ジョイ、トップバリュコレクション（株）、（株）ボンベルタ

　ディベロッパー事業
日本およびアジア各国で地域と共
生するショッピングモールを開発・運
営。グループ各事業と連携しながら
時代や社会のニーズに合わせ、サー
ビス・施設の充実を図っています。
イオンモール（株）、イオンタウン（株）

　SM（スーパーマーケット）・DS（ディスカウント）事業
地域に密着したスーパーマーケット・
ディスカウントストアを展開。食品を
中心に、毎日のくらしに欠かせない
商品の品揃えとサービスの充実を
図っています。
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、◎（株）いちまる

　サービス・専門店事業
毎日の生活をいっそう便利で快適に
するサービスの提供と、お客さまの
幅広いニーズに応える多彩なジャン
ルの専門店を展開しています。
［サービス］
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］
（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）

公益財団法人 イオンワンパーセントクラブ

「お客さまからいただいた利益を、地域社会のため、未来のため
に正しく使う企業でありたい」という想いのもと、「イオンワン
パーセントクラブ」を1989年に設立しました。「次代を担う青少
年の健全な育成」「諸外国との友好親善の促進」「地域社会の持
続的発展」を柱とした活動に取り組んでいます。イオングループ
主要各社が、税引き前利益の1％を同財団に寄付しています。

イオンは、事業活動を通じた環境・社会貢献の取り組みとともに、
「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」による環境・社会貢献活動を推進しています。

公益財団法人 イオン環境財団

イオンは、環境保全活動を積極的に展開するとともに、同じ志
を有する各団体への支援・助成の実施を目的として、「イオン環
境財団」を1990年に設立しました。世界各地における植樹活
動に加え、生物多様性の保全や環境分野における人材育成な
ど、地域の皆さまとともに、さまざまな環境保全活動を実施して
います。

　小型店事業
日本およびアジア各国でのコンビニ
エンスストア事業のほか、日本国内
では都市部を中心に、小型スーパー
マーケット、弁当惣菜専門店を開発・
展開しています。
ミニストップ（株）、オリジン東秀（株）、まいばすけっと（株）

　デジタル事業
ネットスーパーをはじめとするEコ
マースのさらなる進化を図るととも
に、「コト・モノ・ネット」が融合したイオ
ンならではのオムニチャネル化を推
進しています。
イオンダイレクト（株）、イオンリンク（株）

　ドラッグ・ファーマシー事業
地域の皆さまの健康をサポートする
ドラッグストア・調剤薬局を展開。医薬
品をはじめ健康食品、日用品など、品
揃えの充実に加え、在宅調剤などの
サービス拡充に取り組んでいます。

（株）CFSコーポレーション、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）、タキヤ（株）、◎（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

　国際事業
中国・ASEAN各国において、総合スー
パー、スーパーマーケット、ディスカウン
トストアなどを展開。国・地域で異なる
ライフスタイルに合わせた店舗づくり
や商品・サービスを提供しています。
［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.
［ASEAN］
AEON ASIA SDN. BHD., AEON Co., （M） Bhd., AEON BIG（M）SDN. 
BHD., AEON INDEX LIVING SDN. BHD., AEON（CAMBODIA）Co., 
Ltd., AEON（Thailand）CO.,LTD., PT. AEON INDONESIA
［ベトナム］
AEON VIETNAM Co., LTD, DONG HUNG INVESTMENT 
DEVELOPMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY LIMITED, 
◎FIRST VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

　総合金融事業
クレジットカード、銀行、保険、電子マ
ネー「WAON」を連携させた小売業
発の総合金融サービスを提供。アジ
ア各国では、クレジット事業などを展
開しています。
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）

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）、イオン商品調達（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）

※各事業の主要企業を掲載しています
　◎は持分法適用関連会社、◇は友好提携会社です。
　（2015 年 4 月1日現在）
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イオン株式会社

日本本社 中国本社 アセアン本社

所在地：千葉県千葉市

・無期契約社員　  85,625人 （男性52,017人、女性33,608人）
・有期契約社員　349,921人 （男性74,288人、女性275,633人）

所在地：中国 北京 所在地：マレーシア
クアラルンプール

3本社体制

グループ従業員数（2014年度）

連結子会社、持分法適用関連会社の店舗および駐在員事務所の数 

イオングループ共通の環境・社会貢献活動のテーマ

SM（スーパーマーケット） 2,030店舗
CVS（コンビニエンスストア） 4,683店舗
その他（小売） 919店舗
金融 698カ所

DS（ディスカウントストア） 381店舗
専門店 3,932店舗
モール型SC（ショッピングセンター） 207カ所※2

サービス 1,640カ所

※1 友好提携会社を含む
※2 名称が「イオンモール」のSCに加え、総賃貸面積20,000㎡以上のものを含む
※3 名称が「イオンタウン」のNSC

※ 国内外主要企業92社（2015年2月末現在）

（2014年度末）

GMS（総合スーパー） 618店舗
HC（ホームセンター） 121店舗
ドラッグストア 3,347店舗※1

NSC（近隣型ショッピングセンター） 155カ所※3

その他 9カ所
合計 18,740 店舗／カ所

ラオス

イオングループの概要 グローバル展開

●GMS 541店舗
●SM 1,929店舗
●DS 357店舗
●HC 121店舗
●CVS 2,151店舗
●専門店 3,890店舗
●ドラッグストア 3,347店舗
●その他（小売） 889店舗
●モール型SC 171カ所
●NSC 155カ所
●金融 359カ所
●サービス 1,460カ所

日本

●金融　3カ所
インド

●CVS　2,002店舗
韓国

●その他　1カ所
オーストラリア

●金融　1カ所
ミャンマー

●金融　1カ所●SM 75店舗
●金融 219カ所

●サービス 37カ所
●その他 1カ所

タイ

●GMS 29店舗
●SM 8店舗
●DS 24店舗
●モール型SC 18カ所
●金融 54カ所
●サービス 55カ所
●その他 1カ所

マレーシア

●CVS 6店舗
●金融 8カ所

インドネシア

●GMS 1店舗
●モール型SC 1カ所
●金融 6カ所
●サービス 2カ所

カンボジア

●GMS 2店舗
●CVS 17店舗
●モール型SC 2カ所
●金融 4カ所
●サービス 4カ所
●その他 1カ所

ベトナム

●CVS 454店舗
●金融 1カ所
●サービス 2カ所

フィリピン

●GMS 45店舗
●SM 18店舗
●CVS 53店舗
●専門店 42店舗
●その他（小売） 30店舗

●モール型SC 15カ所
●金融 42カ所
●サービス 80カ所
●その他 5カ所

中国

中国・ASEAN地域におけるイオンの歩み

1985年
マレーシアに
海外1号店をオープン

1985年
ジャスコストアーズ（香港）を設立

2001年
アジア地域での

「学校建設支援事業」を
カンボジアからスタート

（現（公財）イオン
ワンパーセントクラブ）

2011年
イオン中国本社を設立

「中国イオンCSR方針」を策定するとともに、
「環境・リスクマネジメント委員会」を立ち上げ

2012年
中国イオン全店で「イオン 幸せの
黄色いレシートキャンペーン」を開始

2014年
イオン中国で
「イオン チアーズクラブ」活動開始

2014年
ベトナム1号店、
カンボジア1号店
を出店

2012年
イオンマレーシアで
「イオン チアーズクラブ」活動開始

1980

1990
2000

2010

1991年
「イオン ふるさとの森づくり」スタート

1号店はジャヤ・ジャスコストアーズ マラッカ店
（現イオンマラッカSC）

2002年～
ASEAN地域各国での
植樹活動を実施
（現（公財）イオン環境財団）

1987年
中国（香港）に1号店をオープン

1996年
中国本土に1号店を

オープン

1998年
中国「万里の長城・
森の再生プロジェクト」
1回目の植樹を実施
（現（公財）イオン環境財団）

2011年
イオンアセアン本社を設立

イオン ふるさとの森づくり
（イオンベトナム）

イオン 幸せの黄色い
レシートキャンペーン
（イオン中国各社）

イオン チアーズクラブ
（イオンマレーシア）

エネルギーマネジメントの推進
（イオン中国各社）

地域社会
貢献

省エネ次世代
育成

植樹

イオンは創業以来、“小売業は地域に根ざし、地域ととも
に成長していく地域産業”という考えのもと、事業を展開。
現在は、日本をはじめ中国、ASEAN諸国の計13カ国にお
いて日々のくらしを支える多彩な事業を展開しています。
現在進めている「イオングループ中期経営計画（2014～
2016年度）」では、アジア市場の拡大をイオンの成長機会

アジアの人々の豊かなくらしと持続的な発展に貢献するために
アジア各国での事業展開を推進しています。

と捉え、グループ一体となって小売、金融、サービスなどマ
ルチフォーマットでの事業展開を推進。日本で培ったさまざ
まなノウハウや現地の人々との交流を通じて、地域社会の
持続的な発展に貢献するとともに、地域ならではのニーズ
や社会的課題への対応にも注力しています。
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