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平成２０年４月１１日 

各 位 

会社名   株式会社マルミヤストア 

代表者名  代表取締役社長   宮野 雅良 

（コード番号 7493 福証） 

問合せ先  取締役経営企画室長 福山 正志 

   兼総務部長 

(TEL 0972-23-81ll） 

 

 

株式会社イズミとの資本・業務提携に関するお知らせ 

 

当社と株式会社イズミ（東証・大証一部上場、証券コード 8 2 7 3、以下「イズミ」といいます｡）は、平成

２０年４月 11 日開催の各々の取締役会において、資本・業務提携（以下「本提携」といいます｡）につき協議

を開始すること並びに株式を相互に持ち合いすることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．本提携の理由 

わが国の小売業界は、年金不安、原材料等の価格高騰、気象変動等による消費者心理の悪化により厳しい

環境が継続しております。 

当社は、このような環境の中、グループ内のドメインの明確化に基づくグループ各社の利益改善を図る体

制の構築、情報システムの再整備、商品構成の見直し、ロスの改善等による原価の引下げによる競争力強化

に取組んで参りました。 

一方、イズミは、お客様満足の獲得を目指した経営・業務改革への取り組みにより、競争力強化を図って

参りました。 

今般､九州地方を本拠地とする当社と隣接する中国地区を本拠地とするイズミ(以下｢両社」といいます。)

は、さらなる競争力強化を目指し、緊密な連携の下で、スケールメリットによるコスト削減に加えお互いの

得意分野を活かした業態･業務の補完を図る中で、地域に密着したお客様のニーズに的確に応え共存共栄を

志向するために本提携をすることについて、合意に至りました。 

 

２．本提携の内容 

 （１）業務提携の内容 

両社は、資源の有効活用を図り、お互いの業績向上の為、以下の業務提携（以下「本業務提携」とい

います｡）を行います。 

① 開発物件の紹介 

② 人材の相互交流 

③ 地場商品の共同仕入 

④ 電力、什器・備品、消耗資材等の共同調達 

⑤ 店舗の譲渡 

⑥ システムの共同化 

⑦ 物流拠点の共同利用 

⑧ その他２社間で合意した事項 
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（２）資本提携の内容 

本業務提携をより強固なものとし、一層緊密な協力・信頼関係を構築する為、互いに１億円程度の株

式持合いを市場買い付け等の方法により実施いたします。 

（注ｌ）現時点では互いに株式を所有しておりません。 

（注２）持合株式数の発行済株式総数に対する割合は時価で換算すると次の通りであります。 

マルミヤストア株式  4.7％（平成２０年３月２８日福証終値 429 円による） 

イズミ株式      0.1％（平成２０年３月３１日東証終値 1,374 円による） 

 

 

３．各社の概要 

(1)商号 株式会社マルミヤストア 株式会社イズミ 

(2)事業内容 スーパーマーケット業態を中心とし 

た小売業 

ＧＭＳ等の業態を中心とした小売業 

(3)設立年月 昭和４７年５月 昭和３６年１０月 

(4)本店所在地 
大分県佐伯市野岡町二丁目１番１０号 広島市南区京橋町２番２２号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮野 雅良 代表取締役社長 山西 泰明 

(6)資本金 808 百万円 19,613 百万円

(7)発行済株式総数 4,963,128 株 61,558,710 株

(8)純資産（連結） 4,415 百万円 105,005 百万円

(9)総資産（連結） 9,934 百万円 335,545 百万円

(10)決算期 ５月２０日 ２月末日 

(11)従業員数（連結） 230 名[951 名］ 3,150 名(6,579 名）

(12)大株主構成及び持株比率 宮野雅良          41.57％ 

マルミヤ取引先持株会    5.96％ 

㈱大分銀行         3.33％ 

宮野美代子          2.33％ 

第一生命保険(相）     2.29％ 

㈲泉屋                   9.31％ 

山西ワールド(有）      6.34％ 

日本トラスティ・サービス        5.65％ 

信託銀行㈱（信託ロ） 

㈱泉不動産          5.12％ 

日本生命保険(相)        4.24％ 

(13)主要取引銀行  ㈱大分銀行 ㈱広島銀行 

資本関係 該当事項はございません 該当事項はございません 

人的関係 該当事項はございません 該当事項はございません 

取引関係 該当事項はございません 該当事項はございません 

(14)当事会社間 

  の関係等 

関連当事者へ 

の該当状況 
該当事項はございません 該当事項はございません 
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(15）最近３年間の業績 

 株式会社マルミヤストア（連結） 株式会社イズミ（連結） 

決算期 Hl7/５期 Hl8/５期 Hl9/５期 H17/２期 Hl8/２期 H19/２期

 

売上高            （百万円） 28,305 30,817 28,587

 

426,437 436,825 446,820

 

営業利益          （百万円） 592 618 507

 

19,770 22,706 24,143

 

経常利益          （百万円） 648 672 556

 

19,463 22,675 24,134

当期純利益又は 

当期純損失（△）  （百万円） 
251 △262 349

 

9,601 11,583 13,157

1 株当たり当期純利益又は 

当期純損失（△）      （円） 
49.92 △53.05 80.48

 

166.88 216.60 251.80

1 株当たり配当額（内ｌ株当た 

り中間配当額）        （円） 

8.00

(4.00）

8.00

(4.00）

15.00

(5.00）

24.00 

(11.50) 

26.00

(12.00）

32.00

(16.00）

 

l 株当たり純資産      （円） 960.50 900.78 1,031.37

 

1,546.04 1,691.52 1,918.99

 

(注 1) マルミヤストアに関する情報は、いずれも平成 19 年 5月 20 日時点のものです。 

(注 2) イズミに関する情報は平成 19 年 2 月 28 日時点のものです。 

(注 3) マルミヤストアの従業員数は、就業人員であり、パートタイマー等(8時間換算)の平成 19 年 5月

期連結会計年度の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 

(注 4) イズミの売上高は、いずれも営業収益を記入しております。 

(注 5) イズミの従業員数は、就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、パートタイマー(8 時間換算)の

平成 19 年 2月期連結会計年度平均雇用人員です。 

 

４．提携の日程 

平成 20 年 4月 11 日  両社取締役会における本提携の承認 

同上         資本・業務提携の基本合意書締結 

（注）株式の持合は市場動向等を鑑みながら適宜実施してまいります。 

 

５．本提携による業績への影響の見通し 

平成 20 年 5月期の業績予想は次の通りであります。本提携の業績への影響は、中長期的には経営効率

の改善等の効果が見込まれるものの、平成 20 年 5 月期においては業績への影響は軽微であるものと見込

んでおります。 

なお、当該数値は本日開示しております平成 20 年 5月期第 3四半期財務･業績の概況に記載した数値と

同一であります。 
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連結業績予想（平成 19年 5 月 21 日～平成 20 年 5月 20 日）                       (％表示は前期比） 

 

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益 

 

通 期 

百万円  ％ 

29,600  (3.5) 

百万円  ％

 452  (△11.0)

百万円    ％

505  (△9.2)

百万円    ％ 

165  (△52.8) 

円  銭

38   54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別業績予想（平成 19年 5 月 21 日～平成 20 年 5月 20 日）                       (％表示は前期比） 

 

 

 

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益

 

通 期 

百万円  ％ 

23,690  (7.1) 

百万円  ％

 360  (△16.1)

百万円    ％

425  (△13.8)

百万円    ％ 

115  (△62.6) 

円  銭

26   86 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

 株式会社マルミヤストア 株式会社イズミ 

(1)住所 大分県佐伯市野岡町二丁目１番 10 号 広島市南区京橋町２番２２号 

(2)担当者 
取締役経営企画室長 

兼総務部長      福山 正志 
経理部長 檀上 征彦 

(3)電話番号 0972-23-8111 082-264-3211 

 

 

以上 

 


