
会社概要  2020年2月29日時点

株式情報  2020年2月29日時点

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 31,293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）

株主総利回り（TSR）

2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2

ローソン 114.4 105.4 99.0 99.2 88.0

TOPIX（配当込み） 86.8 105.0 123.5 114.8 110.6

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 10,572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 2兆5,069億円（連結）
総店舗数 17,516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・

瀋陽市・武漢市・合肥市・長沙市）・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） 4,799 4.8

3 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 2,654 2.7

4 株式会社NTTドコモ 2,092 2.1

5 STATE STREET BANK WEST 
CLIENT － TREATY 505234 1,804 1.8

6 JPモルガン証券株式会社 1,262 1.3
7 日本証券金融株式会社 1,179 1.2

8 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口7） 1,140 1.1

9 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 1,009 1.0

10 日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口9） 942 0.9

※上記の持株比率は、自己株式237,762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、成城石井事業につきまし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。

金融機関
17.3%

その他の法人
53.4%

個人その他 8.4%

金融商品取引業者
3.3%

外国法人等
17.4%

自己株式
0.2%

ローソングループ主要企業一覧  2020年2月29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
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
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 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
※  2020年3月1日付けで株式会社ローソン山陰は当社に吸収合併。
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店舗展開エリア  2020年2月29日時点 主要な事業とサービスのご紹介  2020年2月29日時点

大連 192店舗

401店舗

北京 153店舗

瀋陽 26店舗

重慶 235店舗

タイ 133店舗
上海 1,574店舗

合肥 50店舗

65店舗フィリピン
ハワイ

インドネシア 72店舗

2店舗

武漢
15店舗長沙

総店舗数（国内外合計）※

17,516店舗
国内店舗数

14,598店舗
海外店舗数

2,918店舗

※		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。

“みんなと暮らすマチ”を幸せにす
ることを第一義として、マチの特性
に即した多様な店舗フォーマットを
展開する、コンビニエンスストア。

「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。

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
スに加えて、ローソン店舗などに
設置したATMで、全国の金融機
関のカードがご利用可能なATM
サービスをご提供。スマホATM
やATMチャージも開始。

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

ユナイテッド・シネマ株式会社

運営会社

生鮮食品を始めとする豊富な品揃
えで、コンビニエンスストアの利便
性とスーパーの品揃えを兼ね備え
たお店。目玉はオリジナル商品を
中心とした「100円」シリーズです。

株式会社ローソンストア100
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などの音楽・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
運営会社

全国各地にある、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。

各地の農地所有適格法人
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
運営会社

※		2020年3月1日付けで株式会社ローソン山陰は当社に吸収合併。
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