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株式会社 マ キ ヤ



　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご芳情を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第66期中間期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）における事業のご報告をする
にあたり一言ご挨拶を申しあげます。
　当第2四半期連結累計期間における日本経済は、企業収益や雇用環境の改善がみられ、引き続き緩やかな
景気回復基調で推移しております。海外においては、米国の景況感が改善しているものの、トランプ政権
の動向や世界的な地政学的リスクが海外経済の下押し圧力となる可能性があり、依然として先行き不透明
な状況が続いております。
　個人消費につきましては、雇用者所得は穏やかな回復傾向にあり、実質雇用者所得は拡大しているものの、
エネルギー価格の上昇等により消費者マインドに足踏みがみられるなど、依然として不透明な状況で推移
しております。
　当小売業界におきましても、消費者の将来不安に対する生活防衛志向、競合店出店に伴う「価格競争」の
激化など、依然として厳しい経営環境で推移しております。
　このような状況のなか、当社グループは、「品揃え」の充実と「価格」の安さの実現、「品質」の改善と

「サービス」の充実強化を重点施策として取り組んでおります。特に「品揃え」の充実と「価格」の安さの
実現においては、当社が食品商品分野で加盟している「CGCグループ」と非食品商品分野で加盟している「NID（日本ドラッグチェーン会）」、
並びに自社開発も含めた「PB（プライベートブランド）商品」の販売を強化し、これら「PB商品」の売上構成比を前連結会計年度末時点の
6％から当連結会計年度中に20％まで引き上げることを計画し、当第2四半期連結会計期間末時点で
は、約10％まで引き上げております。
　当第2四半期連結累計期間の「売上高」は、307億71百万円（前年同期比2.2％増）、

「経常利益」は、2億43百万円（前年同期比38.5％減）、「親会社株主に帰属す
る四半期純利益」は、1億49百万円（前年同期比39.9％減）の増収減益と
なりました。
　なお、当期の中間配当金につきましては、7円50銭といたしました。
　私共は、お客様に喜ばれ、お客様の「毎日の生活に“なくては
ならないお店”」となり、経営資源（人・物・金）を強化しつつ、
企業価値を高めていく所存であります。
　株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援、ご鞭
撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

平成29年12月

代表取締役社長

川原﨑 康雄

トップメッセージ Top Message

マキヤは快適な暮らしを
トータルに提案する、
地域密着の
総合アメニティ企業です

ワンコインで
気軽に楽しさが買える
より生活に密着した

ライフコーディネートショップ

価値ある商品を低価格で！
エンジョイライフを提案する

ディスカウントストア

キャッシュ＆キャリーの
新業態スーパー

高品質で安全な商品を
格安に提供

SIMPLE＆NATURAL
暮らしにこだわりをもつ

大人たちへ
エ・コモードからの提案です

大地の恵みを届ける
ファーマーズ・マーケット
おいしさとこだわりの

商品を食卓に

お売りください
よろこんで買い取りいたします

NICE DAY NICE LIFE

makiya



　DAISOは100円ショップ最大手で、全国に約3,000店舗を展開。圧倒的な商品
力と魅力的な売場をモットーに、100円ショップ市場の約65％のシェアを誇って
います。売場面積は約200坪とコンパクトな店舗ですが、お客様からは「便利で
品揃えが良い」とご好評いただいております。

トピックス Topics

店舗情報（平成29年9月30日現在） Shop Information

静岡県 66店舗
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神奈川県 10店舗
5店舗
2店舗
1店舗
1店舗
1店舗

山梨県 6店舗

6店舗

埼玉県 2店舗

2店舗

平成29年5月に「エスポット新横浜店」2階に、当社として初のDAISO
フランチャイズ店舗の「ダイソーエスポット新横浜店」がOpenしました！

大好きな人、似顔絵コンクールを開催！
たくさんの皆様のご参加をいただきました！

平成29年9月に「ポテト広見店」が生まれ変わって「マミー広見店」がOpenしました！
業務スーパー商材も導入し、お買い物の幅もアップし便利になりました。

静岡県富士市石坂411-1
TEL　（0545）67-0710
営業時間　10：00〜21：00



発行済株式の総数 9,983,478株 （自己株式556,722株を除く）
株 主 数 2,118名 （前期末比142名増）
大 株 主 の 状 況

株主名 持株数 持株比率
株式会社 マキリ 4,343千株 43.5%
マキヤ取引先持株会 738千株 7.4%
公益財団法人 マキヤ奨学会 700千株 7.0%
株式会社 静岡銀行 495千株 5.0%
スルガ銀行 株式会社 489千株 4.9%
矢部 宏泰 188千株 1.9%
三井住友信託銀行 株式会社 187千株 1.9%
三井住友海上火災保険 株式会社 139千株 1.4%
株式会社 三菱東京UFJ銀行 123千株 1.2%
株式会社 三井住友銀行 121千株 1.2%

（注）  自己株式については、上記大株主から除いております。また、持株比率は
自己株式を控除して計算しております。

 会社の概要

 株式の状況

社 名 株式会社 マキヤ

本 店 所 在 地 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1

設 立 昭和28年8月13日

資 本 金 11億9,831万円

グループ従業員数 社員　414名
パートタイマー等　1,498名（8時間換算人数）

主要な事業内容 当社グループは、生鮮食品・加工食品・生活雑
貨・家電製品・DIY・ペット・レジャー用品など
バラエティーに富んだ商品を販売する総合ディ
スカウント店と、食品スーパー、業務用食料品
販売店、リサイクルショップ、インテリアショッ
プ、アパレルショップ、100円ショップ等を展
開しております。

 役　員

 会計監査人

代表取締役社長 川原﨑　康　雄
取 締 役 矢 部 利 久
取 締 役 矢 部 正 利
社外取締役 高 藤 忠 治
社外取締役 花 木 成 一

常勤監査役 田 中 保 幸
社外監査役 加 部 利 明

社外監査役 清 川　　 修

有限責任 あずさ監査法人

会社情報／株式の状況（平成29年9月30日現在） Corporate Profile／Stock Information

ホームページ・当社サービスのご紹介
当社に関する最新動向や情報をお伝えしております。
ぜひ、ご覧ください。

スマートフォンからもWEBチラシをご覧いただけます。

http://www.makiya-group.co.jp/
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財務ハイライト

Financial Highlight

ポイント

 売上高　『フード部門』………「エスポット（フード）」、「業務スーパー」「マミー」を中心に順調
に推移し、生鮮及び加工食品ともに増収。

　　　　　『ノンフード部門』…ヘルス＆ビューティー商品や灯油等は増収だったものの、天候
不順の影響等により家電商品、住関連商品、レジャースポーツ
用品等の販売が低調だったことにより減収。

　　　　　『専門店』……………引き続き好調に推移し増収。

   経常利益　既存店は売上総利益率の改善や経費削減効果により経常利益は増益だったもの
の、前連結会計年度に新規出店した店舗の人件費や固定費の増加と当第2四半期連結累計期
間に改装した店舗の改装一時経費の増加により、販売費及び一般管理費が増加し減益。

   純資産　店舗の建替えや改装による固定資産の増加等により、自己資本比率は45.7％で前
期末より0.5ポイント低下。

   来店客数（全店ベース）　既存店が順調な増加傾向にあることと新店の寄与もあり、前期比
3.0％増加。

   買上点数（全店ベース）　前期より0.05点増加。

第2四半期

期末



事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月

単元株式数 100株
基準日
　定時株主総会・
　期末配当

毎年3月31日

　中間配当 毎年9月30日
その他必要ある場合には、あらかじめ公告いたし
ます。

公告の方法 日本経済新聞に掲載します。
貸借対照表及び
損益計算書掲載の
ホームページアドレス

http://www.makiya-group.co.jp/

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及
び全国各支店で行っております。

株主優待制度の
ご案内

静岡県・山梨県の『業務スーパー店舗』でもご利用いただけるようになりました

1株当たりの中間配当金
7円50銭（年間15円予定）

①対象となる方
　毎年、9月末日及び3月末日の株主名簿に記載された株主様に、そ
れぞれ12月と6月の年2回「お買い物割引券」を発券（ご郵送）い
たします。
②発券時期（予定）
　毎年9月末日基準→毎年12月上旬頃
　毎年3月末日基準→毎年6月上旬頃
③有効期限
　9月末日基準→12月〜翌年6月
　3月末日基準→6月〜12月
④ご利用対象店鋪
　エスポット・ポテト・マミー及び
　静岡県、山梨県の業務スーパー全店

⑤発券枚数
株数 発券枚数
100株以上 6枚
500株以上 30枚
1,000株以上 60枚
2,000株以上 90枚
3,000株以上 120枚
4,000株以上 150枚
5,000株以上 180枚

⑥ご利用条件
　税抜お買い上げ2,000円（一部除外品を除く）毎
に1枚をレジご精算時にご利用いただけます。

　株主優待制度は株主様の持株数に応じて「お買い物割引券」が年2回発券され、お買
い上げ2,000円（税抜）毎に1枚使用でき、200円の割引特典が受けられます。
　「お買い物割引券」の発券時期や枚数及びご利用条件等は以下のとおりとなります。

 配当金  株主メモ

第66期
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（予定）
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第63期 第64期 第65期
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7.507.50 7.507.507.507.50

配当金の推移（単位：円）
■期末 ■第2四半期


