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平成 28 年３月 18 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 丸井グループ    

代表者名 代表取締役社長 青井 浩   

（コード番号 8252 東証第 1部） 

問合せ先 総務部長    羽生 典弘   

（TEL 03-3384-0101） 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 平成 28 年３月 18 日開催の当社取締役会において、下記のとおり株主優待制度を変更することを決

定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 変更の理由 

 当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝申しあげ、株主様ご優待制度を設けております。 

毎年３月 31 日および９月 30 日現在、100 株以上ご所有の株主様を対象として、マルイの各

店舗・専門店・アウトレットおよび通販でのお買物をご利用限度額の範囲内で 10％割引する

「株主様ご優待カード」を進呈してまいりました。 

 当社の小売・店舗事業では、お客様からご要望の多い雑貨や飲食をはじめとしたライフス

タイル全般に対応するカテゴリーの拡充に向け、これまでの仕入販売中心の事業形態から定

期借家契約にもとづくショッピングセンター型事業へとビジネスモデルの転換をすすめて

おります。これにともない、丸井として販売精算する形式から、今後はテナント様が独自の

端末で精算を行っていくこととなり、現行の株主様ご優待カードの精算ではご不便をおかけ

することが予想されます。 

 一方、現行の株主優待制度につきましては、アンケート等を通じて食品やレストランでの

ご利用や、カード会員優待セールでのご利用をご要望する声を多数いただいております。 

 また、当社のカード事業は、年間取扱高が１兆円を突破するなど、成長を続けております。 

会員数も 600 万人を超え、全国展開を推進しております。 

 このような状況をふまえ、当社株主優待の内容を、株主様等にご検討いただく時間を充分

にとらせていただいた後、平成 28 年 12 月発送分より、これまでご利用いただけなかった  

テナント様や期間で利用できるよう利便性を高めるとともに、新たにカード事業の優待を追

加し、別紙のとおり変更させていただきたいと存じます。 
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２．  変更の内容 

＜変更前＞ 

 

  ＜対象＞ 毎年３月 31 日および９月 30日現在、100 株(１単元)以上ご所有の株主様 

  ＜内容＞ マルイの各店舗・専門店・アウトレットおよび通販（インターネットショッピ 

              ングサイト「マルイウェブチャネル」、カタログ通販誌「Ｖｏｉ」）でのお買物 

              が所有株数に応じたご利用限度額の範囲内で 10％割引となる「株主様ご優待 

              カード」を進呈しています。（年２回） 
 

所有株数 ご利用限度額 

100 株以上 300 株未満    10 万円           

300 株以上 500 株未満    20 万円           

500 株以上  1,000 株未満    30 万円           

1,000 株以上  5,000 株未満    50 万円           

5,000 株以上 10,000 株未満    100 万円           

10,000 株以上            150 万円           

 

＜変更後＞ 

（１）「株主様ご優待お買物券」 

 ＜対象＞ 毎年３月 31 日および９月 30 日現在、100 株(１単元)以上ご所有の株主様 

 ＜内容＞ マルイ各店舗・専門店・アウトレットおよびモディ各店舗でご利用いただける 

      お買物券を所有株数に応じて進呈いたします。（年２回） 

      現行の株主優待ではご利用いただけなかった、食品・レストランを含む、 

      原則全売場を対象とします。 

      また、マルコとマルオのエポスカード優待期間を含む、全期間を対象とします。 

      なお、お買物券は通販（インターネットショッピングサイト「マルイウェブ 

      チャネル」、カタログ通販誌「Ｖｏｉ」）でのご利用はいただけませんので、 

      ご了承ください。 
 

所有株数 お買物券  （枚数） 

100 株以上 500 株未満   1,000 円分 （１枚） 

500 株以上 1,000 株未満   2,000 円分 （２枚） 

1,000 株以上 5,000 株未満   3,000 円分 （３枚） 

5,000 株以上 10,000 株未満   4,000 円分 （４枚） 

10,000 株以上  5,000 円分 （５枚） 

                                  （お買物券１枚：1000 円相当） 
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（２）「株主様ご優待Ｗｅｂクーポン」 

     ＜対象＞ 毎年３月 31日および９月 30 日現在、100 株(１単元)以上ご所有の株主様 

     ＜内容＞ 通販（インターネットショッピングサイト「マルイウェブチャネル」、 

          カタログ通販誌「Ｖｏｉ」）でご利用いただけるＷｅｂクーポンを所有株数に 

          応じて進呈いたします。（年２回） 

 

所有株数 クーポン   

100 株以上 500 株未満   1,000 円分  

500 株以上 1,000 株未満   2,000 円分  

1,000 株以上 5,000 株未満   3,000 円分  

5,000 株以上 10,000 株未満   4,000 円分  

10,000 株以上  5,000 円分  

                                  

（３）「株主様ご優待エポスポイント」 

 ＜対象＞ 毎年３月 31 日現在、100 株(１単元)以上ご所有でかつ、エポスカードを 

      保有いただいている株主様 

 ＜内容＞ エポスポイントを所有株数に応じて進呈いたします。（年１回）  

      エポスゴールド/エポスプラチナカード会員様には通常の２倍のポイントを 

      進呈いたします。 

 

所有株数 

ポイント 

エポスカード ゴールド/プラチナカード 

100 株以上 500 株未満   1,000 ポイント     2,000 ポイント    

500 株以上 1,000 株未満   2,000 ポイント     4,000 ポイント    

1,000 株以上 5,000 株未満   3,000 ポイント     6,000 ポイント    

5,000 株以上 10,000 株未満   4,000 ポイント     8,000 ポイント    

10,000 株以上  5,000 ポイント     10,000 ポイント    

（1000 ポイント：1000 円相当）

※ポイント付与にあたっては、事前に株主様ご本人名義のエポスカードについて、株主登録  

 が必要となります。（詳細の手続きは後日、ご案内いたします。） 

 

※エポスカードをお持ちでない株主様につきましては、マルイの各店舗およびウェブ等で 

 カードをお申し込みいただけます。 

・ウェブ申し込みページ （ https://www.eposcard.co.jp/index.html ） 
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３． 変更開始時期 

 平成 28年９月 30 日現在、当社株主名簿に記載された株主様への株主優待より変更いたし 

 ます。（平成 28 年 12 月上旬発送予定） 

 

※平成28年３月31日現在の株主名簿に記載された株主様につきましては＜変更前＞の内容 

 が適用になります。 

 

・株主様ご優待制度変更に関するお問合わせ先 

 株式会社丸井グループ 総務部総務課 03-3384-0101 

 （水曜・日曜を除く午前 10 時から午後６時まで） 

以  上 


