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　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68期（2019年4月1日から2020年3月31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。
　当連結会計年度における日本経済は、雇用・所得環境は引き続き着実に改善してきたものの、相次ぐ自然災害、米中通
商問題による海外経済の不確実性に加え、新型コロナウイルスの世界的感染拡大により、国内外の経済活動は急激に停滞し、
厳しい状況となっております。
　個人消費につきましては、実質総雇用者所得が緩やかに増加し、消費者マインドは持ち直しつつあるものの、先行きへ
の不安などから節約志向は続いております。
　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」、同業態・異業態をはじめEコマースも含めた
「競争の激化」、将来的な「人口減少・高齢化」に伴う「可処分所得の減少」、人手不足や最低賃金の上昇による「人件費の
高騰」など、依然として厳しい経営環境で推移しております。
　このような状況の中、当社グループは、①『品揃え』の充実強化、②『品質』（鮮度と味）の改善、③『価格』の「安心
安価」の実現、④『売り方』での品切れ撲滅と売場の磨き上げ、⑤『サービス』面での明るいあいさつと親切応対の実践、
⑥『マネジメント』面での各種運用ルールの徹底と「作業改善」を重点施策として全社で取り組んでまいりました。
　さらに、お客様のお支払い方法の多様化の一環として、「スマートフォン決済」の導入や、従来のマキヤポイントカード

に電子マネー機能を組み入れた「マキヤプリカ」を導入するなど、お客様へのサービスと利便性の向上に努めてまいりました。これにより、前連結会計年度と比較
して既存店ベースの「来店客数」は7.5％増加いたしました。
　また、当社グループは、社会貢献活動にも力を入れており、前連結会計年度の相模原市への福祉車両の寄贈に続き、当連結会計年度は、日本赤十字社への台風第
19号災害義援金の寄託と、富士市社会福祉協議会に福祉車両を寄贈いたしました。
　店舗政策につきましては、業務スーパー3店舗、ダイソー2店舗の出店と生鮮＆業務スーパー2店舗、エスポット2店舗の改装を行い、売り場の活性化による集客
力の向上を図りました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、営業収益が68,923百万円（前年比5.9％増）、営業利益は834百万円（前年比2.6％増）、経常利益は964百万円（前年比
3.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は360百万円（前年比2.2％増）で増収増益となりました。
　当連結会計年度の配当金につきましては、中間配当7円50銭、期末配当7円50銭、併せて15円といたしました。
　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。

2020年6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

店舗情報（2020年6月26日現在） Shop Information

静岡県 70店舗
16店舗
29店舗
10店舗
5店舗
5店舗
2店舗
3店舗

店舗総数 90店舗
21店舗
41店舗
10店舗
5店舗
5店舗
3店舗
5店舗

山梨県 6店舗
6店舗

埼玉県 4店舗
4店舗

神奈川県 10店舗
5店舗
2店舗
1店舗
2店舗



● 生鮮＆業務スーパー浜松原島店
オープン

● 富士市社会福祉協議会に『福祉車両1台』
寄贈しました！

　本年の寄付事業は、静岡県富士市にあります『富士市社会福祉協
議会』に市内の障害者・要介護者の送迎等に使用するために、車椅
子2台乗車できる福祉車両を1台寄贈しました。
　車椅子に乗ったまま乗り降り出来る最新の装備付きで、利用者の
皆様に快適に使って頂けると、大変喜んで頂きました。なお、当施
設には23年前にもマキヤ創業100周年の記念事業として同様の
福祉車両を寄贈しております。（写真は2019年11月18日、寄
贈式にて）
　今後とも継続して社会貢献活動に取り組んでまいります。

　2020年2月6日、浜松市東区原島町に浜松市内では3
店舗目となる売場面積約150坪の『生鮮＆業務スーパー
浜松原島店』がオープンしました。
　TVやSNSで話題になっている業務スーパーの商品に
加え、青果や精肉等の生鮮食品も取り揃えています。
　オープン当日は天候に恵まれ、開店を待ちわびたお
客様で大変賑わいました。

● 生鮮＆業務スーパー木の宮店オープン

　2019年12月に、旧ポテト木の宮店が生鮮食品も扱う業
務スーパーへと業態を変更して『生鮮＆業務スーパー木の
宮店』としてリニューアルオープンしました。
　今後も、多くのご支持を頂いている国内自社工場オリジ
ナル商品から直輸入食材まで、毎日がお買い得をコンセプ
トにいつでも楽しくお買い物ができるお店づくりを推進し
ていきます。

静岡県浜松市東区原島町524-3　TEL：053-467-6255
営業時間 9：30〜20：00

静岡県富士市今泉2569-1　TEL：0545-21-6575
営業時間 9：30〜20：00

トピックス Topics



ホームページ・当社サービスのご紹介

発行済株式の総数 9,983,453株（自己株式556,747株を除く）
株 主 数 2,449名（前期末比187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 739千株 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％
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％
矢部 伸泰 128千株 1.3％
株式会社 三菱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（2020年3月31日現在）

 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 1953年8月13日

資 本 金 11億9,831万円

グループ従業員数 社員　403名
パートタイマー等　1,564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、100円ショップを展開しております。

 役　員（2020年6月26日現在）

代表取締役社長 川原﨑　康　雄

取 締 役 矢 部 利 久

取 締 役 早 川 紀 行

取 締 役 竹 島 　 剛

取 締 役 篠 原 忠 夫

取 締 役 鈴 木 貴 之

社外取締役 向 　 眞 生

社外取締役 幸 山 秀 明

常勤社外監査役 湯 山 勝 博

社外監査役 加 部 利 明

社外監査役 清 川 　 修

 会計監査人（2020年6月26日現在）

有限責任 あずさ監査法人

会社情報／株式の状況 Corporate Profile／Stock Information

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。

https://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）」と「業務スーパー」が引き続き好調に推
移し、生鮮食品及び加工食品ともに増加し、前年度より８％以
上の増収。

 「ノンフード部門」…「ダイソー」、ヘルス＆ビューティー商品は増収だったものの、
生活関連商品や住関連商品は暖冬の影響等で前年度より減収。

 「専門店」……………2019年2月に閉店した「シューラルー」の売上が減少したこと
により減収。

 経常利益　売上高の増加に伴う売上総利益額の増加等により増益。

 親会社株主に帰属する当期純利益　前年度より2.2％増益。

   純資産　純資産は前年度末より227百万円増加し、自己資本比率は45.6％。

 来店客数（全店ベース）　前年度より5.0％増。

 買上点数（全店ベース）　前年度より0.12点（前年度比1.2％）増。



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

当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故そ
の他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、日本経済新聞に掲載
する方法により行う。
当社の公告掲載のURLは次のとおり。
https://www.makiya-group.co.jp/ir/index.html

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

https://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ます。

1株当たりの期末配当金
7円50銭（年間15円）

①対象となる方
　毎年、9月末日及び3月末日の株主名簿記載の株主様に、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〜   499株 100円券×  12枚
   500〜   999株 100円券×  60枚
1,000〜1,999株 100円券×120枚
2,000〜2,999株 100円券×180枚
3,000〜3,999株 100円券×240枚
4,000株以上 100円券×300枚

⑥ご利用条件
　税込お買い上げ1,000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1,000円（税込）毎に1枚使用でき、100円の割引特典が受けられます。
　また、そのお買い物割引券の発券時期や枚数及び発券条件等は以下のようになります。

 配当金  株主メモ

第68期

7.50

7.50

第67期第65期 第66期

7.507.507.50

7.507.507.50

配当金の推移（単位：円）
■期末 ■第2四半期


