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○ 「ラクチン」シリーズ注目データ

ラクチンきれいパンプスの
売上点数は累計で80万足を
超え、幅広い年代のお客さ
まから繰り返しご利用いた
だいています。

累計販売点数

80万足
１つの商品をつくり出すの
に、平均4.2回のモニター会
を開き、ご満足いただくま
でサンプル確認をおこない
ます。

モニター会　開催数

500回 のべ
多くのお客さまにモニターと
してご参加いただいていま
す。サンプルが、お客さまに
ご満足いただけて初めて商
品化されます。

モニター人数

 6,000人
平成22年2月のパンプス発
売から、雑貨、衣料品関連
へ拡大し、今年度は46アイ
テムまで拡がる計画です。

累計アイテム数

46アイテム

丸井グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」という経営理念に基づき、
お客さまニーズにお応えするＮo.1企業をめざし、すべての事業で革新をすすめています。

小売・店舗事業では、お客さまの価値観の変化に対応し、
お客さまのニーズにお応えするために「商品」「売場」「店づくり」の革新に取組んでいます。

その中で、まず「商品の革新」に取組みました。ファッション性に加えて、着心地やはき心地などの年代を越えて
共通するお客さまのニーズにお応えする商品をお客さまと一緒に開発しています。

私たちは、「お客さまニーズにお応えする Ｎｏ．１企業」をめざしています。

　変化するお客さまの価値観やニーズに対応するにはどうしたらよいのか。「お客さ
まの声を直接聞きながら商品づくりに取組もう」というのがスタート地点でした。
　女性のお客さまの9割が、はき心地に不満を感じていたレディスシューズ。お客
さまにご参加いただき、現代女性の足にあったオリジナルの木型の製作から、デザ
インや細かい部分まで、徹底的にはき心地にこだわった商品を開発しました。
　展開型数を拡大し、値頃感のある品揃えを充実させるとともに、今秋は、「大人
のキレイは、ラクチンがいいのだ。」をテーマに、広告宣伝を強化し、知名度の向
上をはかりました。

■ お客さま共同開発商品｢ラクチンきれいパンプス｣
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大人のキレイは、
ラクチンがいいのだ。

M
en

s
La

di
es 秋冬素材にリニューアル

着まわししやすい9つのデザイン
ラクチン綺麗ニット

長く着られてどんな季節も快適
ラクチン綺麗
ブラックフォーマル

選べる2つのもも幅

ラクチンすっきりパンツ

はき心地がよく、
シンプルで合わせやすい
ラクチン軽快シューズ

体型に合わせて選べる
2つのシルエット
ラクチンすっきりYシャツ

新作、新デザインが登場!
どんな場面でも使いやすい
ラクチン快適バッグ

「ラクチン」シリーズ NEW アイテム

スタイル美人を叶えます

ラクチン
綺麗
ワンピース
すっきり感ときちんと感

ラクチン
すっきり
スーツ

「ラクチン」シリーズとは？

丸井の｢ラクチン｣シリーズは、よりよい
「着心地、はき心地、使い心地｣を求める
お客さまのご要望にお応えするために、
お客さまと一緒に考え、一緒につくるこ
とを繰り返し、進化し続けています。

お客さまの声を
ヒアリング

STEP 1
完成

発売〜改善
進化

STEP 4

お客さま
企画会議

STEP 2
お客さま会議

（モニター会）

STEP 3

お客さまと共同開発した「ラクチン」シリーズ
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平成25年12月

小売、カード、小売関連サービスの3事業を通して
「若 し々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。

取締役社長

　第２四半期の累計期間は、経済政策や日銀の金融緩和な
どにより景気は緩やかに回復傾向を示し、個人消費にも一
部に動きがみられたものの、所得の伸び悩みや物価上昇へ
の警戒感などから消費マインドの本格的な改善にはいたら
ず、依然として不透明な経営環境が続きました。
　このような環境のもと、当社グループは、年代の枠を越え
て幅広いお客さまにご支持いただけるよう、お客さまニーズ
に基づきすべての事業の革新をすすめるとともに、「店舗・
カード・Ｗｅｂ」の三位一体型ビジネスを推進し、経営資源を
最大限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・店舗事業】
　小売・店舗事業では｢小売の革新｣に取組み、年代を越え
て共通するお客さまニーズや価値観にお応えするため、「おし
ゃれ×共通価値×値頃感｣を基本コンセプトに、｢店舗・カード・
Ｗｅｂ｣を連携させた幅広いサービスの提供をすすめました。

　先行して取組んだ｢商品の革新｣では、新ＰＢ商品｢ラクチ
ン｣シリーズが好調に推移。テレビＣＭなどで宣伝を強化し、
知名度の向上をはかりました。次に、｢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、お取引先とも基本コンセプト
を共有し、共同開発商品を拡大するなど、すべての売場で
お客さまニーズにお応えする品揃えの強化に取組みました。
　また、ネット通販では、シューズの専門サイトを開設。配
送料・返送料無料化などお客さまのご要望に沿ったサービス
を充実し、Ｗｅｂ事業でのシューズの売上高が伸長しました。
　さらに、｢店づくり｣の革新では、お客さまと一緒に店づく
りをすすめ、新宿マルイのリニューアルに取組みました。
　このような施策により、前期に閉鎖した専門店の影響など
により売上は減収となったものの、客層の幅が拡がり、既
存店のお買上げ客数は前年を上回りました。利益面では、
広告宣伝の増加もあり、営業利益は減益となりました。

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。

トップメッセージ
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【カード事業】
　カード事業では、ご利用客数・ご利用額の拡大をすすめ
ました。新規入会は、丸井店舗での入会促進に加え、独自
の提携カードである「コラボレーションカード」など、店舗外
の入会が着実に増加したことから、カード会員数は500万人
を突破しました。また、お得意さまづくりとしてゴールドカー
ド会員の拡大をすすめ、優待サービスの充実により会員数
は72万人となりました。
　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。ペーパーレス化により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り店頭即時
発行が推進され、利用率向上とコスト削減が期待されます。
　このような施策により、ご利用客数、外部加盟店でのご
利用額が引き続き高伸長し、リボ・分割払債権残高が拡大
しました。さらに、家賃保証や銀行ローン保証などの関連
ビジネスも順調に推移し増収増益となりました。

【小売関連サービス事業】
　小売関連サービス事業では、商業施設からの内装工事や
広告制作の受注の拡大などにより、増収増益となりました。

　以上の結果、第２四半期累計期間の連結売上高は1,959
億円(前年同期比1.0%増)、営業利益は107億円(同12.0%増)、
経常利益は110億円（同16.1%増）、四半期純利益は61億円
(同63.2%増)と増収増益となりました。

　なお、当期の中間配当金につきましては、前期に比べ2
円増配を実施し、1株当たり9円とさせていただきました。
また、期末配当につきましても、1株当たり9円、年間ベー
スでは18円とし、前期と比べて年間3円の増配を予定してお
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。

「新雑貨ショップ」 新宿マルイ本館

店舗

カード

エポスネット

カード発行

ショッピング

ショッピング

マルイウェブ
サイト

マルイウェブ
チャネル

Web

■ 丸井グループの三位一体型ビジネスモデル
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｢小売の革新｣をさらにすすめ、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×値頃感｣を基本コンセプトに、「店舗・カー
ド・Web」を連携させた幅広いサービスを提供します。

　「商品の革新」「売場の革新」と段階的に取組みをすすめてきた小売の革新。
平成25年度からは、最終段階である｢店づくりの革新｣に取組んでいます。
今年度は、改装投資を倍増し、雑貨や飲食の拡大、値頃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。具体的には、マルイの強みを活かしたお客さまニーズと利益が両
立する、「次世代型モデル店舗」づくりを早期に構築していきます。

■ 小売の革新の最終段階「店づくりの革新」へ

　10月にリニューアルした新宿マルイにおいても、これまでの｢お客さまの
声に基づく店づくり｣を継続し、多くのお客さまからショップや品揃え、環境
についてご意見をうかがい、一緒に店づくりをおこないました。
　新宿マルイ本館には、初めてメンズフロアを導入し、新宿マルイメンでは、
女性にも人気のギフト雑貨やイベントショップを配置しました。また、新宿マ
ルイアネックスは、ファッションとカルチャーの館に変わりました。この結果、
男女の幅広いお客さまにご利用いただくなど、客層の大幅な拡大を実現して
います。

■ 新宿マルイ３館がリニューアル

お客さまのニーズにお応えした、
商品、売場、店づくりを実現していきます。

小売・店舗事業

事 業 内 容 衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売

主要な事業会社 ㈱丸井

お客さまから売場づくりについてご意見をいただく

頭からつま先まで揃う新宿マルイ本館｢新自主売場｣

05 第78期 中間報告書

セグメント別の取組み

010_0783001752512.indd   5 2013/11/19   19:25:10



「コラボレーションカードとは？」
一般的な「提携カード」とは異なり、エポスカードは、各提携先が提供する特典をすべてのエポスカード会員が受けられることにより、提携
先における新規客の獲得、利用拡大をはかります。一方、提携先各社は、それぞれの顧客に対しカード会員を募集。相互に送客をはかり
ます。お客さまは１枚のエポスカードがあれば提携先各社が提供する特典をすべて利用でき、利便性が向上します。

提携カードが7社に拡大

ＫＥＹＵＫＡエポスカード
（平成25年10月より）

モンテエポスカード
(平成25年11月より)

　平成23年に導入した入会特典の効果に加え、独自の提携カードである「コ
ラボレーションカード」など、丸井店舗以外での発行が順調に拡大したことで、
新規会員数も年間70万人ペースで推移しています。また、平成18年に発行
を開始したエポスカードの会員数が500万人を超え、カードのご利用客数も過
去最高を更新しています。

■ エポスカード会員500万人突破！

　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した。
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。また、入会審査の短縮によりカードの店頭即
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ます。

■ タブレット端末による新規カード発行を全店導入

丸井店舗内での入会促進に加え、提携カードなど店舗以外での新規入会を推進し、
新規会員数の拡大とメインカード化によるご利用客数とご利用額の拡大に取組んで
います。

カードの魅力を進化させ、ご利用客数と
ご利用額の拡大に取組んでいます。

カード事業

事 業 内 容 クレジットカード業務、消費者ローンおよび家賃保証等

主要な事業会社 ㈱エポスカード、㈱エムアールアイ債権回収、㈱ゼロファースト
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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展開。
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。
小売関連サービス事業

事 業 内 容 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

主要な事業会社 ㈱エイムクリエイツ、㈱エムアンドシーシステム、㈱マルイファシリティーズ、㈱ムービング、㈱マルイホームサービス、㈱マルイキットセンター

外部商業施設の運営受託業務を強化し、あらゆる場面で
の商空間づくりで事業を拡大していきます。

㈱エイムクリエイツ ＜空間プロデュース・広告・商業施設事業＞

㈱マルイファシリティーズ ＜総合ビルマネジメント事業＞

小売グループならではの接客重視のフードコートオペレー
ションが高評価をいただき現在15施設で受託しています。

外部ユーザー向けに、データセンターのマシンルームを 
増床。データセンター事業の拡大をすすめています。

㈱エムアンドシーシステム ＜情報システム事業＞

Web通販のセンター業務を内製化。店舗・Webの一体
型物流の外部受託体制の確立をめざします。

㈱ムービング ＜ファッション物流事業＞
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生物多様性に向けた取組み 次世代育成支援

新たな被災地復興支援として、被災地の衣料品店の方々による地元の方々
のための「復興商店街等でのリユース品（古着）販売」の自立支援活動を今年 
度よりスタートしました。宮城県牡鹿郡女川町「きぼうのかね商店街」と宮城
県本吉郡南三陸町「伊里前福幸商店街」で、月に1回の販売イベントと各衣
料品店舗で古着の常設販売をおこなっています。このリユース品は、衣料
品を再利用する「循環型ファッション」の取組みの中で、お客さまから下取り
した衣料品です。このように、お客さまと一緒に取組む、ファッションを通
じた社会貢献をすすめてまいります。

中野マルイでは里山や水辺などを取り入れた広場「四季の
庭・水辺の庭」を設置し、生物多様性に向けた取組みをすす
めています。今回、（公財）都市緑化機構より『都市のオアシス』
に認定されたことを受け、四季の庭の体感温度をリアルタイ
ムで測定し、緑陰効果をお伝えする取組みを継続しておこな
ってまいります。

丸井グループは、次世代支援
対策推進法に基づいて取組み
をすすめ、平成24年6月に「く
るみんマーク」の認定を受けて
おりましたが、このたび、厚
生労働省主催の「均等・両立
推進企業表彰　ファミリー・
フレンドリー企業部門」におい
て、｢東京労働局長優良賞」を
受賞いたしました。

「循環型ファッション」とは？
衣料品の「販売→回収→有効活用」という、循環
型消費社会の実現に向けた取組み。丸井グルー
プでは、「衣料品下取りチャリティー」にて店頭で
お預りした衣料品を、「被災地復興支援」、「途上
国への寄贈」、そして丸井店舗での「衣料品チャリ
ティーバザーでの販売」の3つの方法で有効に活
用させていただいております。

「復興商店街でのリユース品販売」
支援 in 女川町・南三陸町

中野マルイ「四季の庭・水辺の庭」が
『都市のオアシス』に初認定

均等・両立推進企業表彰
｢東京労働局長優良賞｣を受賞

丸井グループの新たな被災地復興支援活動

ＯＩＯＩグループのCSR
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単位：百万円連結貸借対照表

科　　目 当第２四半期
平成25年9月30日現在

前期
平成25年3月31日現在

〔資産の部〕

流動資産 399,533 372,725

固定資産 250,790 251,448

有形固定資産 172,899 173,049

無形固定資産 6,376 6,476

投資その他の資産 71,513 71,922

資産合計 650,324 624,173

〔負債の部〕

流動負債 148,654 132,728

固定負債 191,873 187,393

負債合計 340,527 320,121

〔純資産の部〕

株主資本 302,869 298,893

資本金 35,920 35,920

資本剰余金 91,307 91,307

利益剰余金 229,472 225,554

自己株式 △ 53,831 △ 53,889

その他の包括利益累計額 6,522 4,744

新株予約権 13 25

少数株主持分 391 389

純資産合計 309,796 304,051

負債純資産合計 650,324 624,173

単位：百万円連結損益計算書

科　　目
当第２四半期

平成25年4月₁日から
平成25年9月30日まで

前第 2 四半期
平成24年4月１日から
平成24年9月30日まで

売上高 195,935 193,945

売上原価 121,889 122,871

売上総利益 74,046 71,073

販売費及び一般管理費 63,329 61,504

営業利益 10,716 9,569

営業外収益 1,443 1,227

営業外費用 1,084 1,261

経常利益 11,075 9,535

特別損失 761 3,210

税金等調整前四半期純利益 10,314 6,324

法人税等 4,160 2,552

少数株主損益調整前四半期純利益 6,153 3,772

少数株主利益 8 7

四半期純利益 6,144 3,765

単位：百万円連結キャッシュ・フロー計算書

科　　目
当第２四半期

平成25年4月₁日から
平成25年9月30日まで

前第 2 四半期
平成24年4月１日から
平成24年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 16,765 △ 5,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,269 1,842

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,632 4,947

現金及び現金同等物の増減額 597 1,395

現金及び現金同等物の期首残高 29,940 29,928
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） △ 10 —
現金及び現金同等物の四半期末残高 30,527 31,323

四半期連結財務諸表

ＯＩＯＩ　ＩＲ本冊子より詳しい財務情報は
当社IRサイトでご覧いただけます。
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○ 連結業績

○ セグメント別概況

○ 財務レポート

※当期より報告セグメントの区分を変
更し、従来「小売関連サービス事
業」に含めておりました商業施設の
賃貸収入および運営管理に伴う損
益等を「小売事業」に加え、新たに

「小売・店舗事業」として区分し直
しております。なお、前期の金額
については、変更後の区分方法に
より組替えて再表示しております。

平成23年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成22年
3月期

平成24年
3月期

1,939

4,073
4,135
（計画）4,1244,0644,192

1,9591,9762,020 1,971

平成23年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成22年
3月期

平成24年
3月期

95

242
270
（計画）

180
147

104 107
52

15
77

平成23年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成22年
3月期

平成24年
3月期

37

132
160
（計画）

52

△236

51 61
195 11

小売・店舗事業 カード事業 小売関連サービス事業

295

1,540

271260

1,573

238

75

29
20

63

30
15

小売・店舗事業 カード事業 小売関連サービス事業

売上高

セグメント別売上高 セグメント別営業利益

営業利益 当期純利益

■ 第２四半期　■ 通期

小売・店舗事業
■前第２四半期　■当第２四半期

カード事業
■前第２四半期　■当第２四半期

小売関連サービス事業
■前第２四半期　■当第２四半期

単位：億円

単位：億円 単位：億円

単位：億円 単位：億円

主力の小売・店舗事業は前期に閉鎖し
た専門店の影響などにより減収となり
ましたが、カード事業、小売関連サー
ビス事業が好調に推移したため、増収
増益となりました。
通期の見通しにつきましては、第2四半
期累計期間までの業績をふまえ、一部
上方修正し、連結売上高は前期比2％
増の4,135億円、営業利益は11％増の
270億円を予想しております。

総資産は、前期末に比べ261億円増加
しました。これは主に、エポスカードの
ご利用客数の拡大や加盟店取扱高の伸
長により、割賦売掛金が増加したことに
よるものです。負債は204億円増加しま
した。これは、第2四半期末日における
金融機関休業日の影響で一時的に未収
が増加し、有利子負債が増加したことに
よるものです。純資産は57億円増加し、
自己資本比率は47.6％となりました。

当期の中間配当金につきましては、前
期に比べ２円の増配を実施し、１株当たり
９円とさせていただきました。また、期
末配当につきましても1株当たり９円、
年間ベースでは18円とし、前期と比べ
て年間３円の増配を予定しております。
当社は、配当金の目安を連結配当性
向の30％以上とし、収益拡大に応じた、
安定的、継続的な増配をめざしていき
たいと考えております。

決算のポイントは？Ｑ 資産・負債の状況は？Ｑ 1株当たり配当金は？Ｑ
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会社概要

丸井店舗ネットワーク

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

資 本 金 359億20百万円

事 業 目 的 小売・店舗事業、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 409 ,200㎡

従 業 員 数 6,128名（グループ合計）
※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

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

執行役員 浅田　恭平
執行役員 青野　真博
執行役員 佐々木　一

執行役員 小暮　芳明
執行役員 斉藤　義則

役員

（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。

新宿店
〒160-0022　新宿区新宿3-30-13 03（3354）

マルイシティ池袋
〒171-0021　豊島区西池袋3-28-13 03（3989）

渋谷店
〒150-0041　渋谷区神南1-21-3  03（3464）

錦糸町店
〒130-0022　墨田区江東橋3-9-10 03（3635）

上野マルイ
〒110-8502　台東区上野6-15-1  03（3833）

北千住マルイ
〒120-8501　足立区千住3-92  03（5244）

東京都 有楽町マルイ
〒100-0006　千代田区有楽町2-7-1  03（3212）

中野マルイ
〒164-0001　中野区中野3-34-28    03（3382）

吉祥寺店
〒180-8552　武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 0422（48）

町田マルイ
〒194-0013　町田市原町田6-1-6 042（728）

国分寺マルイ
〒185-8562　国分寺市南町3-20-3 042（323）

マルイシティ横浜
〒220-0011　横浜市西区高島2-19-12 045（451）

東京都

神奈川県

11 第78期 中間報告書

会社情報（平成 25 年 9 月 30 日現在）

010_0783001752512.indd   11 2013/11/19   19:25:14



丸井店舗ネットワーク

　福岡・博多駅前にて日本郵便㈱さまが計画中の商業ビル
の核テナントとして、九州初の店舗を出店させていただく
ことになりました。
　丸井の店舗は、地上１階から７階、売場面積は14,000㎡
と新宿マルイ本館とほぼ同規模になります。
　開店は、平成28年の春を予定しております。これまでの
新規オープンの店づくりをさらに進化させ、九州エリアの
お客さまからご意見をいただき、特に、若々しい気持ちを
持った年代を越えた幅広いお客さまにご支持いただける店
づくりをお客さまと一緒になってすすめてまいります。

川崎店
〒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
〒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
〒243-0483　海老名市中央1-6-1 046（232）

大宮店
〒330-9501　さいたま市大宮区桜木町2-3 048（642）

草加マルイ
〒340-0015　草加市高砂2-9-1 048（922）

マルイファミリー志木
〒353-0004　志木市本町5-26-1 048（487）

柏店
〒277-0005　柏市柏1-1-11 04（7163）

水戸店
〒310-0015　水戸市宮町1-2-4 029（225）

静岡店
〒420-0857　静岡市葵区御幸町6-10 054（252）

なんばマルイ
〒542-0076　大阪市中央区難波3-8-9 06（6634）

神戸マルイ
〒650-0021　神戸市中央区三宮町1-7-2 078（334）

京都マルイ
〒600-8567　京都市下京区四条通河原町東入真町68 075（257）

京都府

兵庫県

大阪府

静岡県

茨城県

千葉県

埼玉県

神奈川県

九州初の店舗を
博多に出店します。

建物外観イメージ（上）　
近隣マップ（下）

日本郵便(株)さまご提供
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株式の状況
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 22,468名

所有者別株式分布

個人・その他
76,271千株
（23.9％）

その他法人
46,982千株
（14.8％）

金融機関
92,217千株
（28.9％）

　外国法人等
90,603千株
（28.4％）

金融商品取引業者
12,586千株
（4.0％）

318,660,417株

大株主の状況（上位10位）

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 21,964 8.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 20,808 7.6

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） 5,243 1.9

ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー 
ジヤスデツク アカウント 4,807 1.8

ノーザン トラスト カンパニー （エイブイエフシー） 
サブ アカウント アメリカン クライアント 4,807 1.8

ジユニパー 4,549 1.7
東宝株式会社 3,779 1.3

株主さまご優待制度のご案内 当社は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝申し上げ、株主さまご優待制度を設けております。

●「株主様ご優待カード」のお買物ご優待内容

1. 対象株主さま
毎年3月31日（当社期末）および毎
年9月30日（中間期末）現在、100株

（1単元）以上ご所有の株主さまに、
「株主様ご優待カード」をお送りい
たします。（年2回）

3. ご優待の内容

マルイの各店舗、専門店および通信販売でのお買物を
ご利用限度額の範囲内で10%割引いたします。

対象株主さまの確定日 ご郵送時期 有効期限

3月31日現在の株主さま 同年6月下旬 翌年1月31日
9月30日現在の株主さま 同年12月上旬 翌年7月31日

2. ご郵送時期・有効期限

ご利用限度額

「株主様ご優待カード」の有効期限までのお買物の
ご利用限度額(10%割引が適用されるお買物の限
度額)をご所有株数に応じて設定させていただき
ます。

ご利用方法

現金およびエポスカード、赤いカードによるお買物
に適用いたします。
※上記以外のクレジットカードによるお買物は、割引適
用外となります。

※株主さまご優待制度の詳細は ➡ http://www.0101maruigroup.co.jp/ir/bonus.html でご確認いただけます。

※個人・その他には自己株式44,900千株が含まれております。
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第77期報告書にて実施いたしました「株主
さまアンケート」におきましては、4,219名の
株主さまにご回答いただき、ありがとうござ
いました。ここに一部ですが、いただいたご
意見･ご要望をご紹介いたします。アンケート
の結果は今後のIR活動に活かしてまいります。

■ 〜20代 6.6％
■ 30代 24.3％
■ 40代 17.6％
■ 50代 14.4％
■ 60代 19.7％
■ 70代 12.8％
■ 80代以上 4.6％

　 支持できる
　 70.1％

　 どちらでもない 
　 26.0％

　 支持できない 
　 3.9％

■ 男性 68.0％
■ 女性 32.0％

株主さまアンケート結果 回答者さまの性別内訳 回答者さまの年代別内訳

経営への支持度Q1

株式購入理由（複数回答・上位5位）Q3

株式保有方針Q2

充実を希望するIR活動（複数回答）Q4

株主優待制度がある 56.4％

33.0％

24.2％

18.1％ファンである

将来性がある

22.5％安定性がある

店舗をよく利用して
親しみがある

67.0％

10.9％

2.6％

5.2％

14.3％

長期的に保有する

買い増しを検討中

売却予定

売却済み

未定

ホームページの充実 40.3％

30.0％

23.3％

4.8％

事業報告書の充実

広告等を活用した
企業メッセージの発信

その他

性別 年代別

ご
意
見
・
ご
要
望
な
ど

地方に住んでいるため、株主優待制度を利用する機会がない。Q

マルイ各店舗だけでなく、Web通販「マルイウェブチャネル」、カタログ通販誌「Voi」も株主
さまご優待制度の対象となります。（カタログ通販は、インターネットまたは電話によるご
注文のみ対象とさせていただきます。）

A
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この冊子は環境保全のため、植物油インキと FSC® 認証紙を使用しています。
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

平成25年4月1日 ー 平成25年9月30日

http://0101.jp/

第78 期  中間報告書

証券コード：8252

web channel

〒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

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

配 当 基 準 日 期末配当金：3月31日
中間配当金：9月30日

単 元 株 式 数 100株

定時株主総会 毎年6月中

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

 

上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第１部（貸借銘柄）

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座管理機関

（ 同 連 絡 先 ）

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒137-8081 東京都江東区東砂７丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711

株主メモ

株式のお手続きについてのご注意
❶ 株主さまの住所変更、買増・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。
❷ 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。
❸ 未受領の配当金につきましては、所定の期間に限り、

三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

見通しに関する注意事項
本冊子に記載されている業績見通し等の将来に関する
記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

単元未満株式の買増・買取制度のご案内

当社の単元株式数である100株に満たない株式（単元未満株
式）につきましては、株主総会における議決権がなく、株式
市場で売買できないなどの制約がございます。
当社では、単元未満株式をお持ちの株主さまが、100株に足
りない数の株式を市場価格にて買増していただける制度（買増
制度）および単元未満株式を当社へ売却する制度（買取制度）
を設けておりますので、証券会社等にお問い合わせください。

￥￥￥
現金化（60株×市場価格）

60株

（例）当社株式を
60株ご所有の場合

60株

当社に 60株売却

当社から市場価格で
40株購入

単元株式（100株）所有
／株主優待が受けられます

買 取
（当社）

買 増
（株主さま） 60株＋40株 100株
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