
会社概要  2019年2月28日時点／連結

株式情報  2019年2月28日時点／単体

発行可能株式総数 409,300千株

発行済株式の総数 100,300千株

株主数 33,658名

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

所有者分布別状況

大株主（上位10名）

社名 株式会社ローソン
所在地 東京都品川区大崎一丁目11番2号

ゲートシティ大崎イーストタワー
代表者 代表取締役 社長 竹増貞信
設立 1975年4月15日
資本金 585億664万4千円
社員数 10,395人（連結）

事業内容 コンビニエンスストア「ローソン」
「ナチュラルローソン」及び「ローソンストア100」
のフランチャイズチェーン展開など

全店舗売上高 2兆4,245億円（連結）
総店舗数 17,015店
出店エリア 国内47都道府県・中国（上海市・重慶市・大連市・北京市・

武漢市・合肥市）・インドネシア・米国ハワイ州・タイ・
フィリピン

株主名 所有株数（千株） 持株比率（%）
1 三菱商事株式会社 50,150 50.1

2 日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 4,200 4.2

3 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,392 3.4

4 株式会社NTTドコモ 2,092 2.1

5 STATE STREET BANK WEST 
CLIENT − TREATY 505234 1,739 1.7

6 JP MORGAN CHASE BANK 380655 1,287 1.3

7 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 977 1.0

8 日本証券金融株式会社 952 1.0

9 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口9） 917 0.9

10 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口7） 906 0.9

※上記の持株比率は、自己株式241,897株を控除して算出しています。

 注1：  全店舗売上高（連結）は、国内コンビニエンスストア事業、海外事業及び成城石井の店舗売上高の合計です（連結対象のみ）。
  なお、成城石井事業については直営の成城石井店舗のみを集計しています。
 2：  総店舗数のうち国内店舗数は、株式会社ローソンが運営するローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、株式会社ローソン山陰、株式会社ローソ

ン沖縄、株式会社ローソン南九州、株式会社ローソン高知が運営するローソン、株式会社成城石井の運営する直営の成城石井の店舗数の合計です。
  また、海外店舗数は、各地域の運営会社によるローソンブランド店舗数です。
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専務執行役員 宮﨑 純
常務執行役員 今川 秀一
常務執行役員 和田 祐一
上級執行役員 三宅 示修
上級執行役員 渡辺 章仁
上級執行役員 佐藤 逹
上級執行役員 藤井 均
上級執行役員 涌井 和広
執行役員 廣金 保彦

執行役員 張 晟
執行役員 千尋 俊彦
執行役員 熊谷 智
執行役員 河村 肇
執行役員 井関 廉浩
執行役員 本田 尚孝
執行役員 澤田 正幸

（取締役兼務者を除く）

ローソングループ主要企業一覧  2019年2月28日時点／連結

執行役員  2019年3月1日時点

分野 会社名
国内コンビニ
エンスストア事業

株式会社ローソン
株式会社ローソンストア100
株式会社SCI
株式会社ローソンアーバンワークス※1

株式会社ローソン山陰
株式会社ローソン沖縄
株式会社ローソン南九州
株式会社ローソン高知

連結子会社
連結子会社
連結子会社
連結子会社
持分法適用関連会社
持分法適用関連会社
持分法適用関連会社

エンタテインメント
関連事業

株式会社ローソンエンタテインメント※2

ユナイテッド•シネマ株式会社 
連結子会社

（同社の連結子会社）
金融関連事業 株式会社ローソン銀行※3 連結子会社
コンサルティング事業 株式会社ベストプラクティス 連結子会社
海外事業 羅森（中国）投資有限公司

上海羅森便利有限公司
重慶羅森便利店有限公司
大連羅森便利店有限公司
羅森（北京）有限公司
Saha Lawson Co., Ltd.

連結子会社
（同社の連結子会社）
（同社の連結子会社）
（同社の連結子会社）
（同社の連結子会社）
連結子会社

成城石井事業 株式会社成城石井 連結子会社
※1  2018年度より連結の範囲に含めています。
※2  2018年6月に株式会社ローソンHMVエンタテイメントより商号変更。
※3  2018年7月にローソンバンク設立準備株式会社より商号変更。
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店舗展開エリア  2019年2月28日時点 主要な事業とサービスのご紹介  2019年2月28日時点

大連 146店舗

308店舗

北京 108店舗

重慶 198店舗

タイ 120店舗
上海 1,227店舗

合肥 20店舗

39店舗フィリピン
ハワイ

インドネシア 42店舗

2店舗

武漢
長沙※2

瀋陽※3

総店舗数（国内外合計）※1

17,015店舗
国内店舗数

14,805店舗
海外店舗数

2,210店舗

※1  国内店舗数は、株式会社ローソンが運営するローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、株
式会社ローソン山陰、株式会社ローソン沖縄、株式会社ローソン南九州、株式会社ローソン高知が
運営するローソン、株式会社成城石井の運営する直営の成城石井の店舗数の合計です。また、海外
店舗数は、各地域の運営会社によるローソンブランド店舗数です。

※2 2019年6月に5店舗出店。
※3 2019年8月に3店舗出店。

小商圏型製造小売業で“みんな
と暮らすマチ”を幸せにする、ネ
イバーフッド・ストア。

「毎日だから大切に」をコンセプト
に「美しく健康で快適な」ライフ
スタイルを身近でサポートする
お店。

ローソン店舗や空港、駅などに
設置したATMにて全国の金融
機関のキャッシュカードなどでの
入出金などのATMサービスに
加えて、普通預金や定期預金、ク
レジットカードの発行などの金融
サービスをご提供。

4DX®（体験型上映システム）導
入や映画以外のコンテンツの提
供を通じ、映画鑑賞だけでなく、
そこで過ごす時間も豊かにする
シネマコンプレックス（複合映画
館）を運営。

株式会社ローソン
株式会社ローソン沖縄
株式会社ローソン南九州
株式会社ローソン高知
株式会社ローソン山陰
株式会社ローソンアーバンワークス

株式会社ローソン

株式会社ローソン銀行※2

ユナイテッド・シネマ株式会社

運営会社

生鮮食品、惣菜、日用品など多く
の商品を100円(税抜)で販売し、
日常生活を簡単・便利に、節約支
援するお店。

株式会社ローソンストア100
運営会社

専用アプリで予約した商品を、夕
方以降の好きな時間に指定した
ローソン店舗で受け取れるサー
ビス。ミールキットや生鮮食品
等、店頭にない商品も幅広くライ
ンアップ。

株式会社ローソン
運営会社

運営会社

運営会社

世界の食品を世界の街角の価格
で提供する、食にこだわる人のた
めのライフスタイルスーパー。

株式会社成城石井
運営会社

運営会社

CD・DVD等の音楽・映像作品、
書籍、関連グッズ等の販売（店舗
/EC）、店内でのイベントやミュー
ジアムの企画・開催などを行う専
門店。

株式会社ローソンエンタテインメント※1
運営会社

全国22ヵ所にある、ローソング
ループの店舗向けに青果を生産
している農場。

各地のローソンファーム
運営会社

音楽・スポーツ・演劇・レジャー
施設・映画等の各種イベントチ
ケット販売、ファンクラブ企画運
営代行、イベント企画・制作（主
催興行・出資興行）などを行う
サービス。

株式会社ローソンエンタテインメント※1
運営会社

※1 2018年6月に株式会社ローソンHMVエンタテイメントより商号変更。
※2 2018年7月にローソンバンク設立準備株式会社より商号変更。
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