
平成24年4月1日ー平成25年3月31日

株主の皆さまへ

第 77 期 報告書

010_0783001292506.indd   1 2013/06/15   4:49:06



1
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜

り厚くお礼申し上げます。

【当期の取組み】
当社グループは、年代の枠を越え、幅広いお客

さまにご支持いただける丸井グループの実現をめ
ざし、お客さまニーズに基づきすべての事業の革
新をすすめてまいりました。また、基本戦略であ
る「店舗・カード・Web」の三位一体型ビジネス
をさらに推進し、経営資源を最大限に活用するこ
とで、収益力の向上をめざしてまいりました。

小売事業では、
お客さまニーズ
にお応えするこ
とで、客層およ
び客数の拡大に
取組むとともに、
PB商 品 や 自 主
売場の強化によ
る収益力の向上

につとめました。商品面では、お客さまの価値観
やライフスタイルの変化に対応し、ファッション
性に加え快適性や機能性を備えた新PB商品の展開
を拡大しました。お客さまと共同開発した「ラク
チン」シリーズを中心とした新PB商品は、雑貨関
連で品揃えを拡充し、衣料品にも拡がったことに
より、売上高は前期の３倍超に拡大しました。

また、店舗では、幅広い年代のお客さまに共通
するニーズにお応えするため、売場スタッフが主
体となり、自主売場を中心に新たな売場編集に取
組みました。さらに、お買物の前にWebで下見さ
れるお客さまのニーズに対応するため、Webサイ
トの商品紹介の充実をはかるとともに、店舗や各

ショップからのタイムリーな情報発信を強化し、
店舗とWebの連携を推進してまいりました。

カード事業では、ご利用客数・ご利用額の拡大
と三位一体化による収益力の向上に取組みました。
エポスカードの新規会員数は、入会特典の効果に
加え、提携カードなど丸井店舗外での入会が順調
に拡大し、２期連続で70万人を超えました。この
結果、ご利用客数も過去最高を更新しました。ま
た、メインカード化への取組みとして、ゴールド
カード・プラチナカードのポイント有効期限永久
化のほか、ゴー
ルドカードの店
頭即時発行を開
始しました。

このような施
策により、外部
加盟店でのショ
ッピングクレジ
ットの取扱高が
高伸長し、エポスカード発行開始以来、初めてキ
ャッシングの貸付金残高を上回り、ショッピングク
レジット中心のビジネスモデルへの転換がはかられ
たことで、中期の安定的な収益基盤が整いました。

小売関連サービス事業では、商業施設からの内
装工事の受注が拡大したことに加え、原価低減の
取組みにより利益率の改善がすすみました。

以上の結果、当期の連結売上高は、4,073億円
（前期比98.8％）、営業利益は242億円（同134.8
％）となりました。これにより、営業利益率は６
％となり、中期計画を１年前倒しで達成すること
ができました。また、経常利益は244億円（同
138.7％）、当期純利益は132億円（同252.4％）
となりました。

ラクチン綺麗ブラウス
ゴールドカードの店頭即時発行

株主の皆さまへ
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【今後の取組み】

小売事業では、平成23年度より３ヵ年で取組
んでいる「小売の革新」をさらにすすめて、年代
を越えて共通するお客さまのニーズや価値観にお
応えするため、「おしゃれ×共通価値×値ごろ感」
をコンセプトに、「店舗・カード・Web」を連携
させて、幅広いサービスを提供してまいります。

先行して取組んだ「商品の革新」では、お客さ
まと共同開発した新PB商品が着実に成果に結び
つき「ラクチン」シリーズが高伸長するなど、自
主売場の主力商品に成長しました。今後も、さら
に磨きをかけ、品揃えの拡充により、売上拡大を
めざします。第2段階の「売場の革新」では、商
品の特徴や機能性などをわかりやすく陳列・演出
した売場づくりを推進するとともに、基本コンセ
プトを新PBから他の商品にも波及させ、品揃え
を強化することで自主売場の収益力向上をはかり
ます。

さらに平成25年度からは、最終段階である 
「店づくりの革新」に取組みます。改装投資を倍
増し、集客と利益のバランスの取れた店づくりを
すすめ、すべての年代のお客さまに喜んでいただ
ける新しい「マルイ」へ進化してまいります。

また、Web通販ではシューズの専門サイトを
開設し、自宅で安心してご試着いただくための配
送料・返送料の無料化、服とのコーディネイト
検索など、お客さまのご要望を取り入れ、好調
なシューズカテゴリーをさらに強化していきます。

カード事業では、お客さまにご支持いただける
ご利用率ナンバーワンのカードをめざします。お
得意さまづくりの取組みとして、ゴールドカード
会員の拡大に加え、会員限定の割引やポイント優
待などのサービスの充実をはかり、メインカード

としてご利用い
ただくための施
策をすすめてい
きます。また、
丸井の店舗での
カード発行に加
え、独自の提携
カ ー ド で あ る

「コラボレーシ
ョンカード」のお取引先さまとの連携を強化する
とともに、新たな提携先の開発をすすめ、ご利用
客数とご利用額の拡大に取組みます。

さらに、タブレット端末を利用した新規カード
の発行を丸井全店で開始します。個人情報の管
理水準が格段に向上するとともに、入会審査の
時間短縮によるカードの即時発行がすすみ、利
用率向上とともに郵送コスト等も削減される予
定です。

以上のように、お客さまニーズに基づいてすべ
ての事業を革新し、「店舗・カード・Web」の三
位一体化により、経営資源を有効活用すること
で、長期利益の実現をめざしてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わ
らぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し
上げます。

平成25年６月
　　　取締役社長

タブレット端末によるカードの申し込み
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　丸井グループは、小売事業・カード事業・小売関連サービス事業を通して「若々しいマインドを持つすべての人
のライフスタイルを応援する」企業グループです。

丸井グループの取組み

「エポスネット」への登録促進が、収益力の向上に寄与しています。
　オンラインサービスの「エポスネット」への登録促進により、
カード会員のネット登録率は７割にまで達しました。今後も継続
して登録を推進し、ご利用明細のWeb化や販促メールの活用な
どでタイムリーな情報発信と省資源への対応、また、ローコスト
な運営をおこない、収益力の向上をはかります。

　丸井グループでは、店舗・カード・Webが融合して相乗効果を発揮する三位一体型ビジネスを推進しています。
　グループの経営資源を活用し、店頭での接客を通じたカード発行やWeb会員登録のおすすめ、店舗とWeb通販
の在庫一元管理化、Web通販で購入した商品のご試着やお受取りが店舗でできるウェブチャネルパークの開設な
ど、お客さまの利便性を高め、ご利用客数の増加、売上の拡大をはかります。

店舗・カード・Webの三位一体型ビジネスを推進します。

丸井グループの三位一体型ビジネスモデル

Web

ショッピング
・エポスカード会員募集
・カード会員優待セール

マルイウェブチャネル
・在庫一元管理
・店頭での会員登録
・ウェブチャネルパーク
　（店舗でのご試着・お品渡し等）

マルイウェブサイト
・店舗・商品情報の発信

店　舗 カード発行
・店頭即時発行
・エポスネット登録

ショッピング
・カード会員優待セール
・店舗情報の発信
　（エポスネット、Eメール等）

お客さま
カード

エポスネット
・ネットID共通化　・ウェブチャネル情報の発信
・各種サービス情報の発信
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　お客さまの価値観やライフスタイルの変化に対応し、ファッション性に加え、
着心地やはき心地などの快適性や機能性などのニーズにお応えするため、お客
さまと共同開発した新ＰＢ商品「ラクチン」シリーズを拡充しています。
　平成24年度には、新たに婦人服のセットアップスーツや、紳士服のＹシャツ
などの販売を開始。継続して展開している雑貨アイテムとあわせ、衣料品にお
いても品揃えが拡大しました。売上高も前期の３倍を超え、幅広いお客さまに
ご支持をいただいています。今後もさらに新規アイテムを開発し、収益力の強化
をはかります。

平成21年度（レディス）パンプス

平成22年度（レディス）ブーツ、バッグ
平成23年度（メンズ）バッグ、シューズ

（レディス）パンツ
平成24年度 （メンズ）

Yシャツ、パンツ、 
ジャケット、コート、 
セットアップスーツ、
カジュアルシャツ

平成24年度（レディス）
セットアップスーツ、
ワンピース、ブラウス、
ゆかた、フォーマルウェア、
ニット、カットソー、
シャツ、カーディガン、
ブラックフォーマル、
ジャケット、コート

（雑貨）
財布（レディス、メンズ）
キャリーバッグ
帽子、ストール

新ＰＢ商品を拡大し、収益力の向上につとめます。

お客さまと共同開発した新ＰＢは２9アイテムまで拡大し、さらに開発をすすめてまいります。

小売事業の取組み①

百万円 百万円百万円 百万円

平成21年度 22年度

12倍
3倍

3倍

24年度23年度
0.7

8

22

69

（単位：億円）

新PBの売上高推移

百万円 百万円百万円 百万円

平成21年度 22年度

12倍
3倍

3倍

24年度23年度
0.7

8

22

69

（単位：億円）

新PBの売上高推移

ラクチン綺麗カットソー ラクチン綺麗トレンチコート ラクチンすっきりパンツ
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　丸井の各店舗では、幅広い年代のお客さまに共通するニーズにお応えするため、
日々お客さまと接する売場スタッフが主体となり、本部と連携しながら新しい売場編
集に取組んでいます。
　自主売場を中心に、若者向けに流行やデザインで編集していた従来の売場づくり
を、商品の特徴や機能性などを切り口とした編集に一新。陳列や演出についても見
直しをおこない、年代を越えてより多くのお客さまに商品をわかりやすく提案する
売場づくりをすすめています。

お客さまのニーズにお応えする売場づくりをすすめています。

売場スタッフが主体となり売場編集に取組む 商品の特徴や機能性を切り口とした売場づくり

小売事業の取組み②

お取引先さまとともに、お客さまニーズへの取組みをすすめ、商品
開発・品揃えに活かしています。この取組みを平成24年度の39社63
ブランドから、平成25年度は57社98ブランドへ拡げていきます。

平成24年度 平成25年度
39社 63ブランド 57社 98ブランド

お取引先さまとのお客さまニーズへの取組み

吉田カバンさま
ポーター バッグ
［平成25年秋 予定］

「出し入れ簡単で探しやすい」
「きれいに収納したい」等の

お客さまニーズをもとに開発中です。

ワコールさま
『小さく見せるブラ』

［平成22年５月～］
Webアンケートでわかった

「大きな胸を小さく見せたい」
ニーズにお応えします。

サマンサタバサさま
『サマンサ プラス』

［平成24年９月～］
お客さまの声を聞いて

5つのブランドのバッグやポーチに
プラスαのこだわりを追加しています。
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Web通販では、シューズの専門サイトを開設しました。自宅で安心してご試着いただくための配送料・返
送料の無料化、服とのコーディネイト検索機能や商品の詳細情報の充実など、お客さまのご要望を取り入れて
います。

店舗で培った好調なシューズカテゴリーの取組みをWebに
拡大し、全国規模でのプロモーションを展開していきます。

　平成23年度より３ヵ年で取組んでいる「小売の革新」をさらにすすめていきます。先行して取組んだ「商
品の革新」では、お客さまと共同開発した新PB商品は、「ラクチン」シリーズが高伸長するなど、自主売
場の主力商品に成長しました。
　第２段階の「売場の革新」では、商品の特徴や機能性
などをわかりやすく陳列・演出した売場づくりを推進す
るとともに、基本コンセプトを新PBから他の商品にも波
及させ、品揃えを強化してきました。
　さらに平成25年度からは、最終段階である「店づくり
の革新」に取組みます。改装投資を倍増し、雑貨や飲食
の拡大、値ごろ感のあるショップの導入、自主売場の再
編と拡大など、集客と利益のバランスの取れた店づくり
をすすめ、すべての年代のお客さまに喜んでいただける
新しい「マルイ」へ進化します。

シューズの取組みをWebに拡大

小売の革新の最終段階「店づくりの革新」へ

マルイウェブチャネル内のシューズの専門サイト

自主売場を集積したレディス複合ショップ

小売事業のトピックス

商圏外でのプロモーション
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提携カード

カード新規会員数が順調に拡大

平成20年度 21年度 23年度22年度 24年度

55 58 58

7271
（単位：万人）

カード事業の取組み

入会特典と丸井店舗外での発行で会員数を拡大します。

　カード事業では、平成23年に導入した入会特典2,000円クーポ
ンの効果に加え、提携カードなどの丸井店舗以外での発行が順調に
拡大したことで、新規会員数が２期連続で年間70万人を超えまし
た。この結果、カードのご利用客数も過去最高を更新しています。

サービスの充実をはかり、メインカード化に取組みます。

　ゴールドカード、プラチナカードのポイント有効期限を昨年４月より
永久化し、５月にはゴールドカードの店舗での受付および即時発行を開
始しました。これにより、ゴールドカードの申し込み数は従来の２倍と
なり、会員数も拡大しています。今後も、メインカード化に向けてお客
さまのご要望にお応えした施策を展開し、サービスの充実をはかること
で、ご利用客数とご利用額の拡大をめざします。 ゴールドカードの店頭即時発行をスタート

カードご利用客数も過去最高を更新

平成20年度 21年度 23年度22年度 24年度

235 254 269
324296

（単位：万人）

タブレット端末を利用した新規カードの発行を丸井全店で
スタートします。

お客さまの申込書記入が不要になることで、ペーパーレス
化が実現し、個人情報の管理水準が格段に向上します。また、
入会審査の時間短縮によりカードの即時発行がすすみ、利用
率の向上とともに郵送コスト等も削減される予定です。

E-タブレットの導入による個人情報管理水準の向上
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8小売関連サービス事業の取組み①

小売関連サービス事業各社では、小売事業、カード事業を中心に、丸井グループで培われたノウハウと専門性
を活かした、企業向けのビジネスを強化しています。グループの経営資源を有効活用し、相乗効果を発揮するこ
とで、新たな事業の創出と既存事業の競争力強化をめざします。

企業向けビジネスを強化しています。

㈱エイムクリエイツ
＜店装・広告・商業施設事業＞

　小売業を中心に、飲食・サービス業など多様な集客施設の設計
施工、プランニング、運営をトータルで提案。原価低減による利益
改善をすすめ、外部商業施設を一括受託するマスターリース事業
を確立していきます。

マルイ店舗のノウハウを活かし、空間をプロデュース

　丸井グループの特例子会社であるマルイキットセンターで
は、障がい者の雇用促進と職域の開発を積極的におこなってい
ます。平成25年度には、障がい者の法定雇用率が２％へ改正
されましたが、当社グループはこの基準を満たしています。

平成22年12月、天皇皇后両陛下がご視察されました。

　都心からのアクセスと安全性に優れた設備を持つデータセンターを活
用し、豊富な経験と実績に基づいた高品質なシステム運用をおこ 
なっています。
　また、震度７クラスの大地震に耐えうる耐震構造に加え、自家発電機
用燃料保管庫の大幅増強など、災害時の備えも着実にすすめています。

データセンター事業を推進

㈱エムアンドシーシステム＜情報システム事業＞

御堂筋線　梅田・なんば・天王寺
「駅ナカ」事業　ekimo天王寺
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　PBやWeb通販物流業務のノウハウを活かし、外部事業の拡大をはか
っています。商品の入出荷・配送業務はもちろん、多様化する物流ニー
ズに応え、昨年はWeb通販センター業務を内製化。店舗・Web一体型
物流の外部受託体制の確立をめざします。

ファッション物流のノウハウを活かし
外部事業を拡大

㈱ムービング ＜ファッション物流事業＞

　「東京スカイツリー」や「ららぽーと豊洲」など話題の商業施設に加
え、昨年７月には「りんくうプレミアム・アウトレット」において関
西地区で初めてフードコートオペレーション業務を受託。小売グルー
プならではの、接客を重視するホールオペレーション業務などが高い
評価をいただいています。

おもてなしの心を大切にする
フードコートオペレーションが好評

㈱マルイファシリティーズ
　＜総合ビルマネジメント事業＞

　エポスカードが展開する家賃収納型の保証人代行サービス「ROOM 
iD」の訴求を強化するとともに、ご利用明細やＥメール、ホームペー
ジ等で告知をおこなうなど、エポスカードとの連携を強化しています。

丸井グループの安心と信頼をベースに、快適な住空間を提供

㈱マルイホームサービス
　＜不動産賃貸事業＞

小売関連サービス事業の取組み②
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丸井グループでは、小売業の立場から衣料品のリユースを通じて
社会に役立てる「循環型ファッション」の取組みをすすめています。
各店舗にて「衣料品下取りチャリティー」をおこない、お客さまか
らご不要になった洋服をお預かりし、割引券と交換します。下取り
した衣料品は、東日本大震災の被災地での提供イベント、NPO法人
日本救援衣料センターを通しての途上国への寄贈、被災地支援活動
費にあてるための「チャリティーバザー」での再販売など、お客さ
まと一緒にファッションを通じた社会貢献に取組んでいます。

本業を通じた社会貢献に取組んでいます。

衣料品下取りチャリティー

被災地復興商店街等での古着販売
下取りした衣料品を活用し、仮設商店街での衣料

品店や共同スペースで、被災地の方がチャリティー
バザーを展開します。

被災地の方々によるリメイク品づくり
下取りした衣料品のうち、シャツなどから生地をつ

くり、それを被災地の方が縫製し、新たな商品として
丸井の店舗で販売します。

平成25年度は、被災地支援が２つのソーシャルビジネスに進化します。

お買物気分で楽しく選べる「被災地での衣料品提供イベント」。
２年間で62回開催し、４万２千名の方に計61万点を提供。

ＮＰＯ法人日本救援衣料センターを 
通じて海外の途上国へ寄贈。

丸井の店舗で再販売し、被災地支援
活動費にあてる「チャリティーバザー」。

CSRトピックス
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期別
科目

当　期
（25.3.31）

前　期
（24.3.31）

期別
科目

当　期
（25.3.31）

前　期
（24.3.31）

［資産の部］ 百万円 百万円 ［負債の部］ 百万円 百万円

流動資産 372,725 347,670

現金及び預金 29,951 29,939

受取手形及び売掛金 6,190 5,510

割賦売掛金 171,187 142,995

営業貸付金 123,739 132,280

商品 19,334 21,817

繰延税金資産 12,447 10,750

その他 18,142 14,376

貸倒引当金 △8,270 △10,000

固定資産 251,448 267,460

有形固定資産 173,049 179,607

建物及び構築物 68,741 75,098

土地 98,886 98,276

建設仮勘定 20 103

その他 5,400 6,129

無形固定資産 6,476 6,749

投資その他の資産 71,922 81,103

投資有価証券 22,602 20,289

差入保証金 39,069 42,582

繰延税金資産 6,573 14,691

その他 3,677 3,540

流動負債 132,728 157,002
買掛金 28,208 28,698
短期借入金 69,262 50,675
1年内償還予定の社債 ― 40,000
コマーシャル・ペーパー 5,000 10,000
未払法人税等 1,726 721
賞与引当金 3,617 3,952
ポイント引当金 1,719 1,345
商品券等引換損失引当金 149 147
その他 23,046 21,462
固定負債 187,393 167,778

社債 82,000 52,000
長期借入金 87,500 92,500
利息返還損失引当金 11,158 16,597
資産除去債務 347 479
その他 6,387 6,201
負債合計 320,121 324,781
［純資産の部］
株主資本 298,893 289,470
資本金 35,920 35,920
資本剰余金 91,307 91,307
利益剰余金 225,554 216,130
自己株式 △53,889 △53,888
その他の包括利益累計額 4,744 505
その他有価証券評価差額金 4,744 505
新株予約権 25 ―
少数株主持分 389 374
純資産合計 304,051 290,349

資産合計 624,173 615,130 負債純資産合計 624,173 615,130

連結貸借対照表

財務データ
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期別
科目

当　期
（24.4.1〜25.3.31）

前　期
（23.4.1〜24.3.31）

百万円 百万円

売上高 407,366 412,408
小売事業売上高 321,150 332,913
カード事業収益 51,525 48,081
小売関連サービス事業収益 34,690 31,414

売上原価 259,193 265,168
売上総利益 148,172 147,240
販売費及び一般管理費 123,886 129,224
営業利益 24,285 18,015
営業外収益 2,354 2,287

受取利息 143 159
受取配当金 422 449
償却債権回収益 772 622
固定資産受贈益 605 691
その他 410 363

営業外費用 2,196 2,681
支払利息 1,840 2,230
その他 355 450

経常利益 24,443 17,621
特別利益 417 1,403

固定資産売却益 ― 1,403
投資有価証券売却益 417 ―

特別損失 4,488 6,770
固定資産除却損 777 1,170
固定資産見積変更差額 2,385 ―
減損損失 934 14
投資有価証券評価損 ― 5,205
その他 389 380

税金等調整前当期純利益 20,372 12,254
法人税、住民税及び事業税 2,186 1,028
法人税等調整額 4,911 5,954
少数株主損益調整前当期純利益 13,273 5,271
少数株主利益 18 20
当期純利益 13,255 5,251

連結損益計算書

財務データ
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株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平 成 24 年 4 月 1 日 残 高 35,920 91,307 216,130 △ 53,888 289,470
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰余金の配当 △ 3,831 △ 3,831
当期純利益 13,255 13,255
自己株式の取得 △ 0 △ 0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計 ― ― 9,423 △  0 9,422
平 成 25 年 3 月 31 日 残 高 35,920 91,307 225,554 △ 53,889 298,893

その他の包括利益累計額 新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計
平 成 24 年 4 月 1 日 残 高 505 505 ― 374 290,349
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰余金の配当 △ 3,831
当期純利益 13,255
自己株式の取得 △ 0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 4,239 4,239  25  15 4,279

連結会計年度中の変動額合計 4,239 4,239   25   15 13,702
平 成 25 年 3 月 31 日 残 高 4,744 4,744 25 389 304,051

（百万円）

期別
区分

当　期
（24.4.1〜25.3.31）

前　期
（23.4.1〜24.3.31）

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,111 24,897
投資活動によるキャッシュ・フロー 435 △ 3,913
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,571 △ 23,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 24 △ 2,675
現金及び現金同等物の期首残高 29,928 32,603
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 37 ―
現金及び現金同等物の期末残高 29,940 29,928

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

財務データ
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期別

区分

当　期
（24.4.1〜25.3.31）

前　期
（23.4.1〜24.3.31）

売上高 営業利益 売上高 営業利益
百万円 百万円 百万円 百万円

小売事業 326,698 9,885 338,634 7,547
カード事業 53,748 13,177 50,553 10,619
小売関連サービス事業 54,982 3,792 51,311 2,567
計 435,429 26,855 440,499 20,733
消去又は全社 （28,063） （2,569） （28,090） （2,717）
連　　結 407,366 24,285 412,408 18,015

期別

区分

当　期
（24.4.1〜25.3.31）

前　期
（23.4.1〜24.3.31） 前期比

売上高 構成比 売上高 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ ％

婦人用品 92,423 22.7 98,248 23.8 94.1
紳士・スポーツ用品 63,428 15.6 66,752 16.2 95.0
装飾雑貨 91,360 22.4 92,336 22.4 98.9
家庭用品 21,452 5.2 22,812 5.5 94.0
食品・レストラン 52,484 12.9 52,762 12.8 99.5
小売事業 321,150 78.8 332,913  80.7 96.5
消費者ローン利息収入 21,180 5.2 23,895 5.8 88.6
割賦手数料 16,716 4.1 13,874 3.4 120.5
加盟店手数料 9,793 2.4 7,891 1.9 124.1
その他 3,834 1.0 2,419 0.6 158.5
カード事業 51,525 12.7 48,081  11.7 107.2
小売関連サービス事業 34,690 8.5 31,414  7.6 110.4
合　　計 407,366 100.0  412,408  100.0  98.8

（注）1. 各事業区分の主要な内容
　・小売事業…衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売
　・カード事業…クレジットカード業務、消費者ローンおよび家賃保証等
　・小売関連サービス事業… 店舗内装、広告宣伝、情報システムサービス、建物等の保守管理、ファッション物流受託、不動産賃貸等
2. 各事業別の売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含みます。

（注）「カード事業」の「その他」は、家賃保証等による収入です。

事業別のセグメント情報（連結）

売上高の内訳（連結）

財務データ
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商号 株式会社　丸井グループ
創業 昭和６年２月17日
会社設立 昭和12年３月30日
発行済株式
の総数 3億1,866万株

資本金 359億20百万円
事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

事業目的
小売事業、カード事業、小売関連サービス
事業をおこなうグループ会社の経営計画・
管理等

店舗数 関東を中心に、東海、関西に24店
（丸井店舗）

売場面積 415 , 000㎡
従業員数

（グループ合計）
6,101名
※従業員数には、臨時従業員は含めておりません。

本社
〒164─8701
東京都中野区中野４丁目３番２号 
電話 03─3384─0101（代表） 
http://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長グループ代表執行役員 青 井 　 　 浩
専務取締役専務執行役員 佐 藤 　 元 彦
常務取締役常務執行役員 中 村 　 正 雄
取　　締　　役 堀 内 光 一 郎
取締役執行役員 若 島 　 　 隆
取締役執行役員 石 井 　 友 夫
取締役執行役員 瀧 元 　 俊 和
取締役執行役員 布 施 　 成 章
常 勤 監 査 役 向 原 　 通 隆
常 勤 監 査 役 菊 地 　 良 秀
監　　査　　役 大 江 　 　 忠
監　　査　　役 高 木 　 武 彦

（注） 取締役のうち堀内光一郎氏は社外取締役、監査役のうち大江忠、高木武彦
の各氏は社外監査役です。

丸井グループ役員（平成25年6月26日現在）

（平成25年3月31日現在）

丸井グループ体制

（株）丸井グループ　［持株会社］

小 売 事 業

㈱丸井
マルイ店舗の運営
自主・PBの運営・開発
通信販売事業（Web・カタログ）
外部専門店事業

カード事業

㈱エポスカード
カード事業

㈱エムアールアイ債権回収
債権回収事業

㈱ゼロファースト
消費者金融事業

小売関連サービス事業

㈱エイムクリエイツ
店装・広告・商業施設事業

㈱エムアンドシーシステム
情報システム事業

㈱マルイファシリティーズ
総合ビルマネジメント事業

㈱ムービング
ファッション物流事業

㈱マルイホームサービス
不動産賃貸事業

㈱マルイキットセンター
用度品ピックアップ業務　他

執行役員 浅 田 　 恭 平 執行役員 小 暮 　 芳 明
執行役員 青 野 　 真 博 執行役員 斉 藤 　 義 則
執行役員 佐 々 木 　 一

株式会社丸井グループの概要
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店名 開店日 所在地 TEL
東京都 新宿店 S.23 9. 10 〒160-0022　新宿区新宿3-30-13 03（3354）

マルイシティ池袋 S.27 1. 20 〒171-0021　豊島区西池袋3-28-13 03（3989）
渋谷店 S.33 10. 1 〒150-0041　渋谷区神南1-21-3 03（3464）
錦糸町店 S.58 9. 2 〒130-0022　墨田区江東橋3-9-10 03（3635）
上野マルイ S.60 8. 24 〒110-8502　台東区上野6-15-1 03（3833）
北千住マルイ H.16 2. 27 〒120-8501　足立区千住3-92 03（5244）
有楽町マルイ H.19 10. 12 〒100-0006　千代田区有楽町2-7-1 03（3212）
中野マルイ S.06 2. 17 〒164-0001　中野区中野3-34-28 03（3382）
吉祥寺店 S.35 10. 30 〒180-8552　武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 0422（48）
町田マルイ S.55 9. 20 〒194-0013　町田市原町田6-1-6 042（728）
国分寺マルイ H.01 3. 1 〒185-8562　国分寺市南町3-20-3 042（323）

神奈川県 マルイシティ横浜 H.08 9. 20 〒220-0011　横浜市西区高島2-19-12 045（451）
川崎店 S.63 3. 11 〒210-0024　川崎市川崎区日進町1-11 044（245）
マルイファミリー溝口 H.09 9. 12 〒213-0001　川崎市高津区溝口1-4-1 044（814）
マルイファミリー海老名 H.14 4. 19 〒243-0483　海老名市中央1-6-1 046（232）

埼玉県 大宮店 S.57 9. 28 〒330-9501　さいたま市大宮区桜木町2-3 048（642）
草加マルイ＆アウトレット H.04 2. 21 〒340-0015　草加市高砂2-9-1 048（922）
マルイファミリー志木 H.12 2. 25 〒353-0004　志木市本町5-26-1 048（487）

千葉県 柏店 S.39 4. 24 〒277-0005　柏市柏1-1-11 04（7163）
茨城県 水戸店 S.45 7. 25 〒310-0015　水戸市宮町1-2-4 029（225）
静岡県 静岡店 S.44 9. 21 〒420-0857　静岡市葵区御幸町6-10 054（252）
大阪府 なんばマルイ H.18 9. 22 〒542-0076　大阪市中央区難波3-8-9 06（6634）
兵庫県 神戸マルイ H.15 10. 3 〒650-0021　神戸市中央区三宮町1-7-2 078（334）
京都府 京都マルイ H.23 4. 27 〒600-8567　京都市下京区四条通河原町東入真町68 075（257）

店舗ネットワーク（平成25年3月31日現在）

三ノ宮
神戸

なんば

大阪

河原町

京都

兵庫兵庫
京都京都

大阪大阪

■ 関西エリア

大宮

志木

国分寺 吉祥寺 中野

海老名

静岡

柏草加

水戸

北千住

錦糸町
有楽町渋谷

川崎

横浜

溝口

町田

新宿

池袋

上野

静岡静岡

埼玉埼玉 茨城茨城

神奈川神奈川

東京東京 千葉千葉
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発行可能株式総数 1,400,000,000株
発行済株式の総数 318,660,417株
株主数 20,871名

株主数 株式数
　

金融機関
94,267千株
（29.6％）

金融商品取引業者
11,061千株
（3.5％）

金融商品取引業者
35名（0.2％）

その他法人
46,965千株
（14.7％）

外国法人等
89,548千株
（28.1％）

個人・その他
76,817千株
（24.1％）

個人・その他
20,019名（95.9％）

金融機関
57名（0.3％）

外国法人等
372名（1.8％）

その他法人
388名（1.8％）

所有者別分布状況

※「個人・その他」には自己株式44,948千株が含まれております。

大株主

株　主　名 持株数 持株比率
千株 ％

日本トラスティ ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,678 8.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,939 8.0

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 7,673 2.8

株式会社アトム 6,722 2.5

青井不動産株式会社 6,019 2.2

株式会社三菱東京UFJ銀行 5,808 2.1

日本トラスティ ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 5,100 1.9

ジユニパー 5,076 1.9

東宝株式会社 3,779 1.4
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス
タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ 3,754 1.4

株式の状況（平成25年3月31日現在）
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株式事務のお取扱いについて

1. 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
2. 配当基準日  期末配当金：3月31日

中間配当金：9月30日
3. 単元株式数 100株
4. 定時株主総会 毎年6月中
5. 公告方法  電子公告により当社ホームページに掲載いたします。

 但し、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが 
できない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して 
おこないます。
http://www.0101maruigroup.co.jp/ir/settlement.html

6. 上場取引所 東京証券取引所市場第１部（貸借銘柄）
7. 株主名簿管理人
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

（同連絡先） 東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137─8081）
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711

株式のお手続きについてのご注意

⑴ 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口
座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い
合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。

⑵ 特別口座の株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっており
ますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱
UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

⑶未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
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アンケートにご協力ください！ アンケート実施期間
2013年７月31日（水）まで

　当社では、株主の皆さまへの適切な情報開示につとめ、当社の経営についてより一層ご理解いただけるIR活動を
おこなってまいりたいと考えております。
　つきましては、当社および当社IR活動に対する株主の皆さまのご意見を、ぜひお聞かせください。
＊ 個別のご質問等にはご回答申し上げることができませんのでご了承願います。

　インターネットによるアンケートは、集計業務の効率化・迅速化を目的として、株式会社アイ・アール ジャパン（IR支援会社）が運営
するWebアンケートシステム「株主ひろば」を利用して実施しております。

ご回答の操作方法等のお問い合わせ先 株主ひろば事務局
E-mail：inquiry@kabuhiro.jp

方法
2

ハガキでの回答

同封のハガキに
ご記入いただき

切り離したうえで
投函してください。

＊切手は不要です。

方法
1

アンケートサイト（画面）への接続
Yahoo! JAPANやGoogleなどの検索エンジンからアンケートサイトを呼び出す方法

ご回答方法
アンケートサイト（http://kabuhiro.jp）の入力ボックスに、アンケートナンバー（上記に記載）を入力して回答画
面におすすみください。

検索 URL http://kabuhiro.jp株主ひろば

　IR情報・グループ各社の紹介をはじめ、マルイ店舗のショッピング情報など、丸井グループの情報を詳しくご覧いただけます。
丸井グループホームページのご案内

丸井グループホームページ www.0101maruigroup.co.jp

企業情報・IR情報 丸井グループホームページ
www.0101maruigroup.co.jp

店舗・商品情報 マルイウェブサイト
www.0101.co.jp

カードに関する情報 エポスカード
www.eposcard.co.jp

オンラインショッピング マルイウェブチャネル
0101.jp
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