
この報告書は、FSC®認証
紙と、環境にやさしい植物
油インキを使用して印刷し
ております。

毎年7月31日現在の保有株式数に応じて、全国の丸善、
ジュンク堂書店の店舗★でご利用いただける商品券を、 
年1回、9月下旬にお送りしております。

⃝商品券に同封の「ご利用店舗一覧」
⃝当社ホームページ 

100株（1単元）以上保有されている株主様が対象です。

株主優待として、
商品券を同封しております

よくあるご質問
 おつりは出ますか？Q

 有効期限はありますか？Q

申し訳ございませんが、おつりはお出ししておりま
せん。額面以上でのご利用をお願いいたします。

有効期限はございます。ご送付の翌年11月末日
まで有効です。

株主優待のページはこちら
http://www.maruzen-chi.co.jp/ir/yutai.html 

★詳細はこちらをご覧ください。

会社情報 （2018年7月31日現在）

 会社の概況

商 号 丸善CHIホールディングス株式会社
（Maruzen CHI Holdings Co., Ltd.）

本 社 〒162-0846　東京都新宿区市谷左内町31番地2
代 表 番 号 03-6735-0785
U R L http://www.maruzen-chi.co.jp
設 立 2010（平成22）年2月1日
資 本 金 30億円
事 業 内 容 書籍及び雑誌等の販売、学術情報その他情報提供サー

ビス業、並びに図書館運営受託業務及び図書館等の教
育施設の運営代行、建築工事の設計・監理及び請負
業、図書、雑誌の出版業等の事業を営む会社の株式を
保有することによる当該会社の事業活動の管理　他

 グループ会社
▶ 丸︎善雄松堂株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18

▶ 株式会社図書館流通センター　
〒112-8632 東京都文京区大塚3-1-1

▶ 株式会社丸︎善ジュンク堂書店
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町11-24

▶ 丸︎善出版株式会社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-17 神田神保町ビル6階

▶ 株式会社hontoブックサービス
〒141-8001 東京都品川区西五反田3-5-20 DNP五反田ビル

 役 員

代表取締役社長 中川　清貴

専務取締役 松尾　英介

取締役 石井　　昭

取締役 杉本　尚彦

取締役 橋本　博文

取締役 五味　英隆

取締役
監査等委員（社外） 瀬川　静真

取締役
監査等委員 峯村　隆二

取締役
監査等委員（社外） 茅根　熙和

取締役
監査等委員（社外） 大胡　　誠

見 本
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株主・投資家の皆さまへ
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前期 当期
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178,349
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1,8071,807
2,400（予想）2,400（予想）

2,2322,2321,7751,775

1,7511,751

前期 当期 前期 前期当期 当期

1,200（予想）1,200（予想）1,3211,321

△321△321

2,3012,301 2,2552,255

売上高合計

92,990百万円

37.5%

2.3%

⃝ 引き続き店舗の改装や複合化・多角化を推進する
とともに、「Pontaポイント」「ｄポイント」との提携に
よる共通ポイントサービスの対象店舗の拡充等集
客力の向上に注力してきました。しかしながら、市
場環境は依然厳しく、さらに大阪北部地震及び西
日本豪雨等の異常気象も影響し、売上高は364
億14百万円（前年同期比3.5％減）と減収となり、
販管費の削減に努めましたが、32百万円の営業
損失（前年同期60百万円の営業利益）となりまし
た。

⃝専門分野として『環境経済・政策学事典』『第４版 現
代界面コロイド化学の基礎 原理・応用・測定ソリュー
ション』『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウ
ンダリーと持続可能な開発』『対話のことば オープン
ダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』

『コトラー 競争力を高めるマーケティング‒「デジタル
消費者」の時代、アジアから世界へ ！ 』、児童書として

『ルルとララのアニバーサリー・サンド』『にゅうしちゃ
ん』『しずくちゃんシリーズ30』『おいしいはんぶんこ』
など、合計新刊116点（前年120点）を刊行いたしま
した。売上高は21億58百万円（前年同期比3.7％増）
と増収となりましたが、在庫引当及び返品調整引当
等の積み増しによる原価増により、営業利益は40百
万円（前年同期比70.0％減）と減益となりました。

⃝ 教育・研究施設、図書館などの設計・施工において
学部設置等に伴う大型案件の完工が増加した結
果、売上高は348億71百万円（前年同期比1.9％
増）、営業利益は25億23百万円（前年同期比
19.8％増）と増収増益となりました。

売 上 高 34,871百万円（前年同期比 101.9%）
営業利益   2,523百万円（前年同期比 119.8%）

売 上 高 2,158百万円（前年同期比 103.7%）
営業利益      40百万円（前年同期比   30.0%）

売 上 高 36,414百万円（前年同期比96.5%）
営業利益     △32百万円（前年同期比    －   ）

39.2%店舗・ネット販売事業

14.2%

⃝ 図書館受託館数は、小規模案件の期間満了によ
り期初1,365館から11館減少し、平成30年7月
末時点では1,354館（公共図書館533館、大学図
書館204館、学校図書館他617館）となりました。
一方で比較的規模の大きな図書館の新規受託も
あり、受託総額（売上高）は順調に伸長しておりま
す。その結果、売上高は131億74百万円（前年同
期比7.4％増）と増収となり、さらに業務改善を進
めたこともあり、営業利益は8億98百万円（前年
同期比33.7％増）と増益となりました。

売 上 高 13,174百万円（前年同期比 107.4%）
営業利益       898百万円（前年同期比 133.7%）

図書館サポート事業

出版事業

⃝総合保育サービス事業及び店舗内装業の増収に
より、売上高は63億71百万円（前年同期比3.8％
増）と増収となり、利益面も店舗内装業の粗利率
改善及び販管費減少の影響もあり、営業利益は3
億14百万円（前年同期比29.8％増）と増益となり
ました。

6.8%
売 上 高 6,371百万円（前年同期比 103.8%）
営業利益 　314百万円（前年同期比 129.8%）

その他事業

文教市場販売事業

92,990百万円 （前年同期比
100.6% ） 2,300百万円 （前年同期比

127.3% ） 2,232百万円 （前年同期比
125.7% ） 1,751百万円 （前年同期比

132.5% ）
売上高 営業利益※ 経常利益 親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益

■ 第2四半期（累計）  ■ ■ 通期

売上高構成比

※営業利益には、「消去又は全社」を含んでおります。

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
弊社グループの平成31年1月期第2四半期累計業績は、店舗・ネット販売事業

で、市場環境がたいへん厳しい状況が継続しておりますが、文教市場販売事業に
おける大学向け什器設備納入や内装施工案件が前年を上回る売上となったことな
どから、売上高929億90百万円（前年同期比0.6%増）、営業利益23億円（同
27.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は17億51百万円（同32.5%増）
となり、前年同期から増収増益の業績となりました。

文教市場販売事業では、前述のとおり、大学図書館等への什器設備納入・内
装施工案件が、学習環境創造に関する弊社グループのノウハウが評価され大きく
伸長したことで、業績は順調に推移いたしました。

店舗・ネット販売事業は、縮小が継続する市場環境の中、弊社グループ書店の
業績も厳しいものとなりました。その中で、本部主導によるデータ分析に基づいた
品切れ・売り逃し防止を徹底する商品施策の強化のほか、当期において、dポイン
ト（㈱NTTドコモ）、Pontaポイント（㈱ロイヤリティ マーケティング）と連携し、これ
までのhontoポイントと同時にdポイントまたはPontaポイントが付与される、共通
ポイントサービスをスタートいたしました。このサービスは首都圏店舗からスタート
し、本年8月1日より全国展開を行い、店舗への集客や購買額の向上につながっ
ております。（詳細は別掲の「TOPICS」をご覧ください。）

図書館サポート事業では、引き続き受託業務の品質と効率を向上させる取り組
みを進めると同時に、受託案件ごとの採算性を精査したことなどで、業績は堅調
に推移いたしました。

平成29年の国内書籍雑誌販売額は前年から6.9%の減少となり、本年上半期も
さらに厳しい状況で推移しておりますが、その中で弊社グループでは、「書店収益
力の向上」「書籍流通構造改革の推進」「“人生100年時代”への学び事業の創造」を
主要戦略として進めております。

店舗・ネット販売事業では、上記施策の継続強化のほか、文具事業の拡大や新
業態開発などにより、書店収益力の向上に取り組んでまいります。また、文教市場
販売事業、図書館サポート事業では、これまでの地域や大学との関係性を基盤に、
イベントやワークショップなどの企画、コミュニティづくりの支援、設備や環境のデ
ザイン提案を行うことで、より多くの人の身近に、よりよい学びの場をご提供し、
生活者と書籍との接点を深化拡大することで、事業のさらなる発展に取り組みます。
株主の皆さまには、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

丸善CHIホールディングス株式会社

代表取締役社長 中 川　清 貴

連結業績サマリー ご挨拶
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丸善ジュンク堂書店は、㈱ロイヤリティ マーケティング及び㈱NTT
ドコモと提携し、2018年4月に関東の26店舗、6月に四国の2店舗
に先行導入していた両社の共通ポイントサービス「Pontaポイント」「d
ポイント」を8月1日より全国の店舗に導入いたしました。これにより、
一部を除く全国の75店舗にて、従来の「hontoポイント」を加えて3種
類のポイントサービスをご利用いただくことができるようになりまし
た。両ポイントサービスの全国導入を通じて、今まで店舗を訪れるきっ
かけがなかったお客様の来店を促し、出版物や文房具の魅力に触れら
れる機会を提供してまいります。

■「Pontaポイント」「dポイント」を全国の店舗に導入

2018年4月、名城大学天白キャンパス内に、丸善雄松堂が運営するブックカフェとレ
ストランがオープンしました。この施設は、名城大学様が開学100周年に向けて掲げる

「生涯学び楽しむ（Enjoy Learning for Life）」の取り組みの一環である厚生施設設置・
運営プロジェクトを同社が受託し、「新しい『学びのコミュニティ・プレイス』の創造」をコン
セプトに企画と空間をデザインしたものです。

正門近くの新校友会館2階にある「Green Bakery BOOK CAFE」は、本と緑に囲ま
れた、焼き立てパンを提供するブックカフェで、大学の玄関として卒業生や近隣の住民の
方にもご利用いただいています。また、3つにゾーニングされた店内には、同社が展開する

「本のある場づくりサービス：BooQ®（ブック）」の考え方に基づき、テーマごとに厳選さ
れた書籍が並びます。

キャンパスの中心に位置するタワー15階にある「そらいろラウンジ」は、学生や教職員
の福利厚生のためのレストランとなっており、眺望が良い贅沢な寛ぎ空間でランチや
パーティーを楽しむことができます。

今後は、学生やそこに集う人々の創発・交流の場として、魅力あるコミュニティ形成を
目指し、地域や企業・自治体とも連携したイベント企画などを進め、名城大学様の「学び」
と丸善雄松堂の「知」の共創によるブランド・プレゼンスの向上に努めてまいります。

■	丸善雄松堂が創造する、新しい「学びのコミュニティ・プレイス」

丸善雄松堂が自社開発した人文社会系史資料のオンライン配信プラットフォーム『J-DAC
（ジャパン デジタル アーカイブズ センター）』を通じて提供する「近現代政治外交史データ
ベース」は、近現代日本政治史に関する重要かつ稀少な原資料を収録しております。一つ前

にリリースした「オンライン版 楠田實資料（佐藤栄作官邸文書）」がご好評をいただいておりますが、このたび同データベースの収
録コンテンツとして、新たに大平正芳記念財団が所蔵していた「オンライン版 大平正芳関係文書」を追加リリースしました。これは、
第68・69代内閣総理大臣を務めた同氏の残した膨大な第一級の資料群であり、高画質のデジタル画像やオンラインデータベース
の検索効率などを最大限に発揮し、政治外交史に留まらない多様な研究に大きく貢献することが期待されます。

■	丸善雄松堂のオンライン配信プラットフォーム
	 J-DAC提供「近現代政治外交史データベース」に、
	 新たに「オンライン版	大平正芳関係文書」をリリース

長崎市民待望の図書館として2008年1月に設立された長崎市立図書館は、2018年1
月に開館10周年を迎え、5月13日には来館者1,000万人目のご家族を迎えました。この
ご家族には1,000万人達成の記念セレモニーで、長崎市長・教育長より記念品と花束が手
渡されました。

同図書館は、書籍をすべてICタグで管理し、自動貸出機や55万冊を収容可能な自動化
書庫を備えた施設で、医療・健康情報サービスにも力を入れており、市民の自立を支援する
図書館を目指し、市内全域の公民館図書室など56館とネットワークでつながっています。
長崎駅からも近く、図書館に併設されたカフェは大変人気がありいつも賑わっています。

また、このたび市民とともに「長崎市立図書館10周年記念応援プロジェクト事務局」を立
ち上げ、記念イベント開催のためクラウドファンディング※を実施し、見事に設定金額を達成
しました。10周年を祝った後は、市民向けにクラウドファンディングの活用法のセミナーを
行うなど、図書館自体も学び続け、成長しております。図書館流通センターは、今後も利用
者の方々とともに成長する図書館づくりを目指してまいります。

■	長崎市立図書館が開館10周年で来館者1,000万人を突破
	 10周年記念イベント開催のためのクラウドファンディング目標達成

Green Bakery BOOK CAFE

そらいろラウンジ

※クラウドファンディングとは＝様々な取り組みやアイデアをサイト上で発表することで、その取り組みに共感した全国
各地の人々から広く支援金を募ることができるサービスです。

トピックスTOP I C S
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 財政状態 （単位：百万円）

当第2四半期末
（2018年7月31日現在）

前期末
（2018年1月31日現在）

総資産 126,293 135,003
　●流動資産 90,172 98,666
　●固定資産 35,989 36,230
　（有形固定資産） 20,372 20,676
　（無形固定資産） 1,314 1,392
　（投資その他の資産） 14,302 14,161
　●繰延資産 131 106
負債 89,301 99,716
　●流動負債 59,446 71,808
　●固定負債 29,854 27,907
純資産 36,991 35,287
　●株主資本 36,196 34,444
　●その他の包括利益累計額 △553 △458
　●非支配株主持分 1,348 1,301

 損益の状況 （単位：百万円）

当第2四半期（累計）
（2018年2月 1 日から）2018年7月31日まで

前第2四半期（累計）
（2017年2月 1 日から）2017年7月31日まで

●売上高 92,990 92,409
●営業利益 2,300 1,807
●経常利益 2,232 1,775
●親会社株主に帰属する四半期純利益 1,751 1,321

 キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円）

当第2四半期（累計）
（2018年2月 1 日から）2018年7月31日まで

前第2四半期（累計）
（2017年2月 1 日から）2017年7月31日まで

●営業活動によるキャッシュ・フロー 10,888 10,530
●投資活動によるキャッシュ・フロー △1,524 △1,611
●財務活動によるキャッシュ・フロー △9,427 △8,546
●現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △2
●現金及び現金同等物の増減額 △56 369
●現金及び現金同等物の期首残高 22,431 21,032
●現金及び現金同等物の四半期末残高 22,375 21,401

 株式の状況
発行可能株式総数 240,000,000 株
発行済株式の総数 92,554,085 株
株 主 数 35,203 名

 大株主一覧
株主名 持株数（株） 出資比率（％）

大日本印刷株式会社 49,528,336 53.51
工藤　恭孝 7,107,410 7.67
株式会社講談社 4,028,000 4.35
株式会社トーハン 3,694,406 3.99
有限会社宝生堂 3,010,780 3.25
株式会社小学館 2,203,500 2.38
丸善CHIホールディングス従業員持株会 1,905,785 2.05
石井　昭 1,510,426 1.63
公益財団法人図書館振興財団 919,368 0.99
日本出版販売株式会社 862,300 0.93

 所有者別株主分布状況

 所有者別株式分布状況

※個人・その他には自己名義株式4,971株を含んでおります。

■個人・その他 98.85% 34,797名

■金融機関 0.07% 26名

■その他国内法人 0.67% 236名

■外国人 0.33% 117名

■証券会社 0.08% 27名

合  計
35,203名

■個人・その他 24.36% 22,549,826株

■金融機関 3.72% 3,442,782株

■その他国内法人 71.13% 65,832,286株

■外国人 0.65% 603,972株

■証券会社 0.14% 125,219株

合  計
92,554,085株
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グループ一覧

丸善出版㈱

㈱図書館流通センター

㈱丸善ジュンク堂書店 丸善雄松堂㈱
●書誌データ作成
●図書納品
●業務支援

図書館

大学
●大学経営
　コンサルティング
●建築工事の設計
●学術資料・稀覯書
　提供

●専門書を
　中心とする
　出版事業

一般
●書籍・雑誌販売
●文具販売
● オンデマンド本

販売

丸善CHIホールディングス㈱

当社グループは、日本の知の発展のために、紙や電子の垣根を越えて、
あらゆる利用者が「必要なときに、必要な形態で」
知を得ることのできる快適なプラットフォームを提供してまいります。

⃝単元未満株式の買取制度とは ？⃝

事 業 年 度 毎年2月1日から翌年1月31日まで
基 準 日 毎年1月31日
株 主 総 会 毎年4月
1単元の株式数 100株
公 告 の 方 法 電子公告による公告

但し、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して行います。

＜公告掲載URL＞ http://www.maruzen-chi.co.jp/
ir/notification/index.html

上 場 東京証券取引所市場第一部
証 券 コ ー ド 3159

株式事務の取扱場所
株主名簿管理人
及び特別口座管理機関

東京都千代田区丸の内1-4-1
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
同事務取扱場所
郵便物送付先
電 話 照 会 先

〒168-0063
東京都杉並区和泉2-8-4
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
電話フリーダイヤル0120-782-031

同 取 次 窓 口 三井住友信託銀行株式会社全国各支店

住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました
株主様は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会
社にお申し出ください。

市場で売買できない100株未満の株式を、当社に対して市場価
格で売却することができる制度です。

（例）
当社株式を
150株

ご所有の場合

お
持
ち
の
株
式

当社が市場価格で
買い取ります。

単元株式
（市場で売買可能）100株 100株

50株

株 主 メ モ
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