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平成26年6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

【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のニーズにお応えするため、「おしゃれ×共
通価値×値ごろ感」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めざしてまいりました。
　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。展開型数の拡大やお客さまのご
要望が多い値ごろ感のある品揃えを充実したことに加え、テ
レビＣＭなどの宣伝を強化したことにより、新ＰＢの売上高は
前期の1.8倍と高伸長いたしました。
　「売場の革新」では、引き続き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いたしました。
　また、ネット通販では、シューズ・バッグの専門サイトを
開設。配送料・返送料を無料とした「ラクチン便」を開始し、
全国規模のプロモーションを展開したことで、ネット通販の
売上高は前期比７％増と伸長いたしました。
　さらに「店づくりの革新」では、新宿マルイをリニューアル
オープン。お客さまと一緒に店づくりをすすめ、「新宿マルイ
本館」に初めてメンズフロアを導入し、「新宿マルイメン」に女
性にも人気のギフト雑貨やイベントショップを配置するなど、

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

　当期は、経済対策や金融緩和などにより景気は緩や
かな回復を示し、雇用環境の改善や消費税率引上げ前
の駆け込み需要も加わり個人消費にも動きがみられまし
たが、物価上昇や消費増税後の景気減速への懸念など
から、依然として先行き不透明な状況で推移しました。
　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。
　この結果、当期の連結売上高は4,164億60百万円

（前期比2.2％増）、営業利益は271億46百万円（同
11.8％増）となりました。これにより、営業利益率は6.5
％となり、平成２３年度より３ヵ年の「中期の取組み」でめ
ざしてまいりました営業利益率６％以上の目標を２期連続
で達成することができました。また、経常利益は276億
98百万円（同13.3％増）、当期純利益は154億0９百万円

（同16.3％増）と増収増益となりました。
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客層の拡大に取組みました。
　このような施策により、30歳以上の客数が伸長、既存店
ではお買上客数が前期比５％増と６期連続で伸長いたしまし
た。しかしながら、前期に閉鎖した専門店の影響などにより、
売上高は3,278億32百万円（前期比1.1％減）となりました。
　利益面では、積極的なプロモーションにより宣伝費が増
加したものの、固定費を削減、営業利益は105億62百万円

（同3.3％増）と４期連続の増益。この結果、小売・店舗事
業の営業利益率は3.2％となり、平成２３年度より３ヵ年の「中
期の取組み」でめざしてまいりました３％以上の目標を２期連
続で達成いたしました。
　なお、昨年10月に、九州初の店舗となる福岡・博多駅前
への出店が決定いたしました。開店は平成２８年春の予定で、
これまでの店づくりをさらに進化させ、地域の皆さまに末永
くご愛顧いただけますよう、お客さまと一緒に店づくりをす
すめてまいります。

【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て
まいりました。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、丸井店舗外での
入会が着実に増加、カード会員数は前期比９％増の542万人
となりました。
　お得意さまづくりの取組みでは、ゴールドカード会員の拡
大をすすめ、会員優待、期間限定ポイントなどのサービスの
充実により、ゴールドカードの会員数は前期末から25万人増
の83万人となりました。
　丸井店舗では、タブレット端末を利用したカード発行を開
始。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いたしまし
た。また、入会審査の時間短縮により店頭即時発行がすすみ、
利用率の向上とともに郵送費等のコストを削減することがで
きました。

　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
ットのご利用額は前期比29％増と高伸長し、リボ・分割払債
権残高は1,605億円（前期比20％増）に拡大いたしました。
　キャッシングにつきましては、取扱高が前期比11％増の
1,277億円まで拡大したことから、期末の営業貸付金残高は
1,252億15百万円（前期比1.2％増）と、平成１７年度以来８期
ぶりに前期を上回りました。
　この結果、営業債権の残高合計は前期に対し437億円増
加の3,386億円と過去最高を更新し、さらに、家賃保証や
銀行ローン保証など関連ビジネスについても順調に推移し
たことから、カード事業の売上高は617億95百万円（前期比
15.0％増）、営業利益は156億34百万円（同18.6％増）と２
期連続の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、お取引先との継続的な取引
を強化し、内装工事や広告制作などの受注が拡大したこと
や、原価管理を徹底したことなどにより、売上高は595億
09百万円（前期比18.7％増）、営業利益は45億23百万円

（同30.9％増）と２期連続の増収増益となりました。

　このようななかで当社グループでは、平成２８年度を
最終年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、連結営
業利益360億円以上、ＲＯＥ６％以上の達成に向けて、
グループの経営資源を有効活用し、長期利益の実現に
取組んでまいります。
　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。
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中期経営計画のポイントCLOSE UP

営業利益 360億円以上、ROE 6%以上の達成

お客さまニーズと収益の向上が両立するビジネスモデルへの転換をすすめます。
● 新たなビジネスモデルとして５月に改装グランドオープンの町田マルイを皮切りに 

定期借家契約によるテナント導入をすすめ、お客さまニーズにお応えした店づくりに
加え、収益の改善と安定化をはかり、消費増税の影響を乗り越えて新たな成長基盤
を確立します。

● 自社売場は、まず丸井店舗内において独自性の高い分野に経営資源を集中して収益
力および競争力をより一層高め、その上で丸井店舗外への出店をめざします。

● Ｗｅｂ通販は、店舗・カード・Ｗｅｂの三位一体でシューズ・バッグのＮｏ.１サイトを確立
し、ＥＣ市場全体の伸び率を上回る成長を実現します。

小売・店舗事業

多様性を活かし、活力があり、生産性が高く、
革新を起こしやすい組織を確立します。
● 活力があり生産性が高い組織を確立するため、「個人の中の多様性」「男女の多様性」「年代の多様性」の三つの多様性が活かせ

るよう、多様な職種をもつグループ会社間での異動の積極化、意思決定の場への女性・若手の参画、生涯を通じて活躍でき
る働き方の具現化などをすすめてまいります。

組織

全国展開を推進し、さらなる収益の拡大をはかります。
● 丸井店舗内が中心だったカード発行拠点を、提携カード発行やＷｅｂなどを通じて全国に

拡大し、事業基盤のさらなる強化をすすめます。

● お客さまニーズへの対応をより推進し、カード利用率をさらに高めることで、今後のク
レジット市場の成長を取り込み、カード収益の安定的な成長をはかります。

カード事業
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事業別の具体的な取組み

小売・店舗事業

従来のアパレルを中心とした店づくりを見直し、
お客さまからのご要望の多い雑貨や飲食など
ライフスタイルに対応したカテゴリーを
拡充してまいります。
事 業 内 容 衣料品、装飾雑貨等の仕入販売と店舗運営等

主要な事業会社 ㈱丸井

　定期借家契約によるテナント導入の新たなビジネスモデルへの転換の第１弾として、５月21日に「町田マルイ」を全館改装し
グランドオープンいたしました。２年間にわたり30〜50代の地域のお客さまを対象に132回の座談会を重ね一緒に店づくりを
すすめたことで、「誰もがフラッと立寄れ日常使いできる店」として、客数が拡大し大変好評をいただいております。今後は、全
店で定期借家契約によるテナント導入をすすめ、お客さまニーズにお応えしたカテゴリーの拡大と品揃えの充実により店舗の
魅力を高めてまいります。

■ 町田マルイから定借化がスタート

「雑貨」や「カフェ」「食」のメニューを充実させた町田マルイ

ご要望の多い雑貨・飲食の面積を拡大
（町田マルイの定借化の例）

改装前

61%

改装後

27％

59％

14％ 飲食・サービス他

服飾雑貨・生活雑貨

アパレル

36%

3%
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事業別の具体的な取組み

小売・店舗事業

　新PBを中心とした品揃えの拡充とカード事業の全国展開の取組みとの連携により、相乗効果の高い商圏外のプロモーションを実
施していきます。

■ Web通販は、店舗・カード・Webの三位一体で
　 シューズ・バッグのNo.1サイトの早期確立をめざします

　自主売場につきましては、まず丸井店舗内
において、独自性の高いショップに経営資源
を集中し、収益力と市場競争力の高い専門店
への転換をはかってまいります。その上で丸
井店舗外への出店をめざしてまいります。

■ 自主売場は市場競争力を意識した専門店事業へ転換

シューズサイト ラクチン便

バッグサイト

レディスバッグ売場レディスシューズ売場

http://0101.jp/
web channel
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平成28年春に開店予定の博多マルイ（仮称）については、４月に開店準備室を設置し、本格的な店づ
くりに着手いたしました。九州全域のお客さまからご意見をいただき、年代を越えた幅広いお客さま
にご支持いただけるような店づくり、ならびにファンづくりをお客さまと一緒にすすめてまいります。

福岡空港…空港乗降客 約1,742万人（国内4位）
博多港…年間国際旅客数 約66万人（19年連続国内1位）

● 地下３階　地上11階
    丸井使用部分：地上１階～７階
● 予定売場面積：１４,000㎡  ● 投資予定額：５０億円

博多マルイ（仮称）は開店準備室を設置し本格的な店づくりに着手

※国土交通省「空港管理状況【参考資料】平成24年空港別乗降客数順位」
※福岡市港湾局（平成25年）

● 国内外から多くの方が来訪する全国有数の都市

（万人）

※福岡市総務企画局　日本の将来推計人口（平成24年1月推計）「国立社会保障・人口問題研究所」
平成17年 平成27年 平成37年130

135

140

145

150

155

160

165 130

125

120

115

110

（万人） （百万人）

福岡市人口（左目盛）

平成25年に150万人を突破

日本の総人口（右目盛）

● さらなる人口増加が見込める福岡市
（百万人）

外観イメージ・近隣マップとも日本郵便株式会社様ご提供

建物外観イメージ

・Ｗｅｂを活用したお客さま参画のものづくり
・提携カードによる顧客基盤づくり
・お客さまと一緒にすすめる店づくり

グループの総力で店づくり、ファンづくりを実施します
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事業別の具体的な取組み

丸井店舗内が中心だったカード発行拠点を、
提携カードの発行やＷｅｂを利用した
入会促進などにより、全国に拡大し、
事業基盤のさらなる強化をすすめてまいります。

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、㈱エポス少額短期保険

「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。

ハウステンボスエポスカード
（平成26年7月下旬より）

オトメイトエポスカード
(平成26年7月中旬より)

　提携カードでは、７月から、国内最大級のテーマパークを運営するハ
ウステンボス株式会社様との協業により、施設内の割引や特典がご利
用いただける「ハウステンボスエポスカード」の発行を開始し、また、女
性向けゲームソフトで業界トップのアイディアファクトリー株式会社様
とは、ゲームの人気キャラクターをデザインした「オトメイトエポスカー
ド」の発行を開始いたします。今後もお客さまにご満足いただける魅
力あるサービスをご用意し、提携カードの開発に取組んでまいります。

■ 全国展開の推進
　 マルイ店舗外のコラボレーションカード発行を拡大

提携カードが9社に拡大

ノジマエポスカード

KEYUCAエポスカード モンテエポスカード

HP Directplus
エポスカード

アパエポスカードオンリーエポスカード

シダックスエポスカード
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　プロモーションは、テレビＣＭを中心に、交通広告、Ｗｅｂ等で展開し、従来のマ
ルイ店舗の商圏内エリアだけでなく、全国エリアでＣＭを放映し、エポスカードの
認知度向上とともに、新規カード会員の入会促進をはかります。
　お客さま調査で、男性女性ともに「信頼感」や「誠実さ」の支持が高かった、俳優
の竹野内豊さんを起用し、丸井のＰＢでお客さまとの共同開発商品『ラクチン』シ
リーズと同様に、お客さまにご意見をいただき、何度もお客さまに確認しながら制
作しました。

■ 全国規模でのプロモーションの実施

■ 業界Ｎｏ.1の水準である利用率70%をめざします
● ゴールドカードのＥ－タブレットによる店頭即時発行

・お客さまの申込書が不要になることでペーパーレス化が実現しております。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も削減されます。

● 業界トップクラスの安心サービスで継続利用の向上をはかります
・カード利用時にメールでお知らせする「メール通知サービス」や、ネット専用の「エポスバーチャルカード」など、お客さまに安心

してカードをご利用いただくための取組みを一層充実し、継続的なご利用につなげてまいります。

海外利用停止サービス 本人認証サービス

カード利用通知サービス エポスＮｅｔログイン
通知サービス エポスバーチャルカード

● 変化するお客さまのライフスタイルに合わせたサービスの提供
・お客さまからのご支持の高いレジャーエンターテイメント系や旅行ホテル系を

中心としたご優待サービスを拡大してまいります。
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事業別の具体的な取組み

小売関連サービス事業

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。
事 業 内 容 店舗内装、広告宣伝、ファッション物流受託、情報システムサービス、建物等の保守管理、不動産賃貸等

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

㈱エイムクリエイツ ＜空間プロデュース・商業・広告事業＞

マルイ店舗のノウハウを活かし、空間をプロデュース
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しております。また、「デジタルサイネージ」
を効果的に活用する新しいコミュニケーションの提案など、丸井グループで
培ったノウハウを活かし、お客さまに喜んでいただける施設づくりを推進して
まいります。

㈱ムービング ＜ファッション物流事業＞

ファッション物流のノウハウを活かし外部事業を拡大
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、
高付加価値・ソリューション型の受託体制を確立し、トータルフルフィルメン
ト事業へと進化していきます。
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㈱マルイホームサービス ＜不動産賃貸事業＞

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

㈱エムアンドシーシステム ＜情報システム事業＞

データセンター事業を推進
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
の大震災に耐えうる耐震構造に加え、自家発電機を１台増強し災害時の備えも着実に
すすめています。

㈱マルイファシリティーズ ＜総合ビルマネジメント事業＞

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
小売グループならではの接客を重視したフードコートホールオペレーション業務が高
い評価をいただいており、都心エリアから郊外・地方都市へと順調に拡大していま
す。また、警備・設備・清掃業務等についてもお客さま視点での実効性の高いソリ
ューションを提供しています。今後もマルイグループの接客サービスのノウハウを活
かし人と人との関わりを大切にした総合ビルマネジメント事業をおこなっていきます。

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。
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婦人靴の取り扱いがある店舗（２４店舗）の売場で、衣料品と同
じ仕組みを使い、環境のことを考えてお客さまの大切な靴を
お預りし、リユースさせていただく取組みです。
衣料品と同様、有効活用として被災地復興商店街での販売と丸
井店舗の衣料品チャリティーバザーでの販売をおこないます。
このように、お客さまと取組む、ファッションを通じた社会貢
献の取組みを今後も継続してまいります。

宮城県南三陸町の衣料品店の方々
に販売していただき、地域の方々
にファッションを楽しんでいただい
ています。

マルイ店舗内でチャリティーバザー
を開催。
収益金は全額社会貢献活動を継続
する費用に使用いたします。

「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。

ファッションを通じた社会貢献として
マルイはお客さまと一緒に取組む

『循環型ファッション』の取組みを進めています

新たにスタートする、「循環型ファッション」の取組み

本年度より、あらたに「婦人靴」の
下取りをスタートいたします。

ＯＩＯＩグループのCSR
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新PB
新PBはアイテムを大幅に拡
大、昨年はシューズとバッ
グのプロモーションを強化。
Webと連動して売上高は前
年の1.8倍と高伸長。

エポスカード 店頭申込みに加え、コラボレーションカードの
入会が増加。カード会員数は前期比9％増。

大人のキレイは、
ラクチンがいいのだ。

お客さまと一緒につくりました
マルイの『ラクチン』シリーズ

大人のカッコイイは、
ラクチンがいいのだ。

お客さまと一緒につくりました
マルイの『ラクチン』シリーズ

アイテム数

全44アイテム
平成26年3月31日現在

平成26年3月31日現在

100万足

ラクチンシリーズの
レディスシューズ

累計販売が

を超えました
平成26年１月現在

※赤いカード6万人含む

カード会員数

542万人
※プラチナカード会員数含む

（内）ゴールドカード会員数

83万人

売上高

122億円
平成25年度
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単位：百万円連結貸借対照表

科　　目 金　　額 前期増減

（資産の部）

流動資産 414,542 ＋ 41,817
固定資産 249,476 △ 1,972

　有形固定資産 175,064 ＋ 2,014
　無形固定資産 6,625 ＋ 149
　投資その他の資産 67,786 △ 4,136

資産合計 664,019 ＋ 39,845
（負債の部）

流動負債 169,740 ＋ 37,012
固定負債 178,389 △ 9,003
負債合計 348,130 ＋ 28,008

（純資産の部）

株主資本 309,669 ＋ 10,776
　資本金 35,920 —
　資本剰余金 91,307 —
　利益剰余金 236,274 ＋ 10,720
　自己株式 △ 53,832 ＋ 56

その他の包括利益累計額 5,776 ＋ 1,032
新株予約権 39 ＋ 14
少数株主持分 402 ＋ 13
純資産合計 315,889 ＋ 11,837
負債純資産合計 664,019 ＋ 39,845

単位：百万円連結損益計算書

科　　目 金　　額 前期比

売上高 416,460 102.2%
売上原価 260,733 100.6%
売上総利益 155,726 105.1%
販売費及び一般管理費 128,579 103.8%
営業利益 27,146 111.8%
営業外収益 2,635 111.9%
営業外費用 2,083 94.9%
経常利益 27,698 113.3%
特別損失 1,621 36.1%
税金等調整前当期純利益 26,076 128.0%
法人税等 10,646 150.0%
少数株主利益 20 109.9%
当期純利益 15,409 116.3％

ポイント

前期増減

営業利益率 6.5% ＋ 0.5%
割賦売掛金（百万円） 213,466 ＋ 42,278
営業貸付金（百万円） 125,215 ＋ 1,475
有利子負債（百万円） 264,824 ＋ 21,062
自己資本比率 47.5% △ 1.1%
自己資本利益率（ＲＯＥ） 5.0% ＋ 0.5%
１株当たり当期純利益 56.29 円 ＋ 7.86円
１株当たり純資産額 1,152.28 円 ＋ 42.95円
１株当たり配当金 18 円 ＋ 3円
　内１株当たり中間配当金 9 円 ＋ 2円
配当性向 32.0% ＋ 1.0%

連結キャッシュ・フローの状況

科　　目 金　　額 前期増減

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 9,227 △ 14,338
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,791 △ 7,226
財務活動によるキャッシュ・フロー 16,141 ＋ 21,712
現金及び現金同等物の期末残高 30,053 ＋ 112

平成26年3月期決算情報（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

単位：百万円
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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。 ＯＩＯＩ　ＩＲ

○ 財務レポート

小売・店舗事業は、前期に閉鎖した専
門店など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、売上高は２％増、
売上総利益は５％増となりました。販売
費及び一般管理費は積極的な営業施
策を展開したことで７年振りに増加しま
したが、営業利益は前期比12％増と５年
連続の２桁増、当期純利益も16％増と
なり増収増益の決算となりました。

エポスカードのご利用客数の拡大、加
盟店取扱高の高伸長により営業債権残
高が前期末に比べ437億円増加し過
去最高を更新。その結果、総資産は
398億円増加の6,640億円となりまし
た。また、有利子負債が210億円増
加したことなどにより、負債は280億
円増加しました。純資産は118億円増
加し、自己資本比率は47.5％となりま
した。

当社グループでは、配当金の目安を
連結配当性向30％以上とし、業績動
向や財務状況を考慮しながら配当水準
の向上に努めております。当期の期
末配当につきましては、前期に比べ1
円増配の1株当たり9円とさせていた
だきました。中間配当金と合わせた当
期の年間配当金は前期に比べ3円増配
の1株当たり18円、連結配当性向は
32.0％となりました。

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

○ 連結業績推移

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

4,0734,1244,0644,192 4,164
242

180
147

104

271

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

132

52

△236

51

154

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

売上高 営業利益 当期純利益単位：億円

○ セグメント別概況
※当期より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
貸および運営管理等に伴う損益を

「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、前期比較につき
ましては、前期の数値を変更後の
セグメント区分に組み替えて比較し
ております。小売・店舗事業 カード事業 小売関連サービス事業

617

3,278

595537

3,315

501

156

105

45

131
102

34

小売・店舗事業 カード事業 小売関連サービス事業

セグメント別売上高 セグメント別営業利益

小売・店舗事業
■前期　■当期

カード事業
■前期　■当期

小売関連サービス事業
■前期　■当期

単位：億円 単位：億円

単位：億円 単位：億円

5期連続増益 3期連続増益
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会社概要 （平成26年3月31日現在） （平成26年6月26日現在）

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 408 ,400㎡

従 業 員 数 5,966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 岡島　悦子
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
取締役執行役員 佐々木　一
常 勤 監 査 役 向原　通隆
常 勤 監 査 役 角南　哲二
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 伊藤　優子

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、岡島悦子氏は社外取締役、監査役のうち大江忠氏、高
木武彦氏は社外監査役です。

新宿店
〒160-0022　新宿区新宿3-30-13 03（3354）
池袋マルイ
〒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）
有楽町マルイ
〒100-0006　千代田区有楽町2-7-1  03（3212）

東京都 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）
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）

東京都

神奈川県

会社情報
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丸井店舗ネットワーク

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）

博多開店準備室
〒812-0023　福岡市博多区奈良屋町4-15 092（518）

京都府

福岡県

兵庫県

大阪府

静岡県

茨城県

千葉県

埼玉県

神奈川県

（平成26年3月31日現在）店舗

東京

神奈川

千葉

埼玉

茨城MAP

九州初の
店舗を博多に
出店します。

平成28年春
オープン予定

神戸

京都
吉祥寺 中野 新宿 上野

池袋

草加
大宮

志木

水戸

柏

渋谷
錦糸町

北千住

町田

横浜

川崎

溝口

有楽町

海老名

国分寺

なんば

静岡
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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 24,209名

所有者別株式分布

個人・その他
75,984千株
（23.8％）

その他法人
46,685千株
（14.7％）

金融機関
95,269千株
（29.9％）

　外国法人等
89,505千株
（28.1％）

金融商品取引業者
11,215千株
（3.5％）

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） 24,041 8.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 22,016 8.0

株式会社アトム 6,622 2.4
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
ノーザン トラスト カンパニー （エイブイエフシー）  
アカウント ノン トリーテイー 5,030 1.8

ジユニパー 4,636 1.7
東宝株式会社 3,779 1.4
BNPパリバ証券株式会社 3,584 1.3
公益財団法人青井奨学会 3,164 1.2

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

9月30日現在の株主さま 同年12月上旬 翌年7月31日
3月31日現在の株主さま 同年6月下旬 翌年1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44,901千株が含まれております。 ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。

株式情報（平成26年3月31日現在）

17 第78期 報告書

010_0783001292606.indd   17 2014/06/20   10:42:06



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、左記特別口座の口座
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。

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。

単元未満株式の買増・買取制度のご案内

60株

（例）当社株式を
60株ご所有の場合

￥￥￥
現金化（60株×市場価格）

60株

当社に 60株売却
買 取

（当社）

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 増

（株主さま） 60株＋40株 100株
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平成25年4月 1 日 

平成26年3月31日

www.0101maruigroup.co.jp
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証券コード：8252 2014.5 町田マルイオープン

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。

〒164─8701 東京都中野区中野４丁目３番２号
電話 03─3384─0101（代表）

アンケートにご協力ください！

丸井グループホームページのご案内
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。

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

ネット通販 マルイウェブチャネル
0101.jp

丸井グループホームページ    www.0101maruigroup.co.jp

アンケート実施期間   2014年７月31日（木）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。

URL▶http://kabuhiro.jp
アンケートサイト（画面）への接続

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。

株主ひろば 検索

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。

株主ひろば事務局
E-mail：
inquiry@kabuhiro.jp

ご回答の操作方法等の
お問い合わせ先

方法 1 方法 2
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