
環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

株主の皆様へ
　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し
上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 家電小売業界について
　オーディオ、スマートフォン等の一部の商品は低調でしたが、節電・
省エネ・高機能な高付加価値の冷蔵庫、洗濯機、掃除機などの家庭電
化商品やパソコン本体が好調に推移いたしました。また、大画面・高
画質のテレビが堅調に推移いたしました。

 当期の取り組み
　当社グループでは、「お客様第一主義を実践し、最高のサービスをお
客様に提供することで社会に貢献する」のグループ理念のもと、「より
豊かな生活を提案する」ことで、地域の皆様から最も身近に親しまれ
必要とされるコジマを目指してまいりました。また、当社グループの
持続的な成長のため株式会社ビックカメラと連携し抜本的な体制変
革と業務改革を実施してまいりました。
　株式会社ビックカメラとの間では、商品仕入の一元化の他、物流、シ
ステム、店舗開発、店舗運営、販売促進の多方面で連携するとともに、
人材交流を推進することにより、両社の企業価値の向上に努めてまい
りました。
　店舗展開につきましては、ビックカメラ流の商品選定及び店内装飾

と展示手法を活用した体験提案型の売場に２社連名の看板を冠した
新ブランド店舗として、「コジマ×ビックカメラ店」を当連結会計年度
に55店舗、その後９月に４店舗（前連結会計年度開店の２店舗を加え
９月末現在合計61店舗）を開店しております。

 次期の見通し
　当社グループを取り巻く市場環境は、本年４月の消費税率引き上げ
に伴う駆け込み需要の反動の影響が次第に薄れ、景気は緩やかに回復
していくことが期待される一方、来秋の消
費税率引き上げの動向及びその影響など
不透明な要素を含んだ状況で推移するも
のと予想されます。
　今後も当社グループは、「生産性の向上」
と「持続的な成長」を２大戦略に掲げ、グル
ープ企業価値の向上に努めてまいります。
　皆様方の一層のご支援ご協力を賜ります
よう、何卒よろしくお願い申し上げます。

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
ht tp : / /www.koj ima.net /corporat ion/

コジマIR情報 検　索

第52期 報告書 2013.9.1 >>> 2014.8.31

※2012年8月期は決算期変更に伴い5ヵ月の変則決算となっております。2012年8月期及び2013年8月期の配当性向については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

株主メモ
証 券 コ ー ド 7513
事 業 年 度 毎年9月1日～翌年８月31日

剰余金の配当基準日 8月31日（中間配当を行う場合は、取締役会の決議によ
り、2月末日現在の株主に対し、お支払いたします。）

定 時 株 主 総 会 毎年11月 
株 式 の 売 買 単 位 100株
株主名簿管理人及び
特 別 口 座 管 理 機 関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

公 告 方 法
電子公告により当社ホームページにて掲載します。

（http://www.kojima.net/corporation/ir/public.htm）
ただし、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
きない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お 取 扱 店
みずほ信託銀行株式会社
　本店及び全国各支店
みずほ証券株式会社
　本店及び全国各支店

ご 注 意
未払配当金の支払、支払明細発行につい
ては、右の「特別口座の場合」の郵便物送
付先・電話お問い合わせ先・お取扱店を
ご利用ください。

電子化前に名義書換を失念して、お手元に他人名
義の株券がある場合は至急ご連絡ください。

第52期定時株主総会 決議ご通知　第52期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました。

記
報告事項
１  第52期（自平成25年9月1日至平成26年8月31日）事業報告の内容、 

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２  第52期（自平成25年9月1日至平成26年8月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案	 剰余金の処分の件
  本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。
第2号議案	 取締役6名選任の件
   本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木村一義、上山昭夫、棚橋克己、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の6氏が選任され、

それぞれ就任いたしました。 
なお、宮嶋宏幸、安部徹の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 以上
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証券コード：7513

代表取締役会長兼社長
木村 一義

※両社のインターネットショップは相互利用の対象ではありません。
※�株式会社ソフマップのソフマップユーフロントでは、いずれの株主ご優待券もご
利用いただけません。

コジマ・ビックカメラで
長期保証修理を相互に受付!

　当社及び株式会社ビックカメラで長期保証にご加入いただい
た場合、コジマ・ビックカメラ両店舗にて修理のご依頼を承りま
す。相互受付につきましては、コジマ全店舗にて受付可能となっ
ております。

｢コジマポイント｣は｢ビックポイント｣
と相互交換が可能！

「コジマポイント」は「ビックポイント」と相互に交換することが
できます。お近くのビックカメラグループのお店でお買い物を
する際に是非ご活用ください。
�※�コジマ各店ではビックポイントカードをそのままご利用いただけます(コジマポイ
ントと併用可)。�
※�ポイント交換は店頭でのみ承ります。両社のポイントカードをお持ちのお客様が対
象です。ポイントカード発行当日のポイント交換や利用はできません。コジマ店舗
ではビックポイントとコジマポイントの併用が可能です。

コジマ買取センター
設置店舗拡大中!

　コジマ×ビックカメラリニュ
ーアル店舗を中心に、当社の一部
店舗にて、ビックカメラグループ
の株式会社ソフマップが行ってい
る中古商品の高額査定買取りの仕
組みを導入し、不要になったデジ
タル家電等の買取り専用カウンタ
ー「コジマ買取センター」を設置
しております。取扱い店舗につき
ましては当社ホームページをご確
認ください。

無料保証
5年
無料保証
5年

無料保証
10年
無料保証
10年

贈呈基準
所有株式数  贈呈枚数
100株以上 500円券 ×  2枚
500株以上 500円券 ×  6枚

1,000株以上 500円券 ×10枚 
3,000株以上 500円券 ×30枚
5,000株以上 500円券 ×40枚

ご利用方法 合計2,000円以上のお買上（数量限定商品を除く）
につき2,000円毎に各1枚をご利用いただけます。

株主優待制度について

有効期限 翌年11月30日まで有効

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

配当金のお支払いについて
第52期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄り
のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間
内（平成26年11月26日から平成27年１月５日まで）にお受
け取りください。また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株
主のみなさまには、｢配当金計算書」および「配当金振込先の
ご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

NEWS & TOPICS

見
本毎年8月31日現在の保有株式数に応じて、

株主ご優待券を年1回、11月にお送りいたします。

コジマの株主ご優待券が
ビックカメラでもご利用いただけます。

連結財務ハイライト

ビックカメラ流の充実した品揃えと
先進性を融合させた新しいコジマが続々誕生 !
お客様の暮らしを“より快適に”“より便利に”

“より楽しく”するサービスが充実!

010_0234101302611.indd   1-2 2014/11/12   5:37:05



お近くのショップはもちろん、インターネットでも楽しくショッピング

NEWS & TOPICS コジマの注目ニュースをお届けします。

「家事玄人＜カジクラウド＞」は、商品として「家事代行サービ
ス」を購入できます。宅配便で届くチケットを利用して電話予
約をするだけで、プロが面倒な家事を代行してくれます。母の
日や敬老の日、奥様へのプレゼントに最適です。

一部店舗にて店頭実演も行っております

　パソコンやデジタル家
電などの「困った！」を解
決するのが、定額制の「ら
くらくオンラインサポー
ト」。使い方・設定を、無
料の電話で何度でもサポ
ートします。リモートサ
ポートや即日かけつけサ
ポ ー ト（ 有 償 ）も 揃 え、
10:00～22:00まで年中
無休のサービスです。

日本初、店舗で買える生活支援サービス
「家事玄人」の取り扱いを開始

使い方・設定を電話で解決！
らくらくオンラインサポート

お客様の暮らしを

するサービスが充実！
“より快適に”“より便利に”“より楽しく” “地元密着”“体験提案型”をキーワードにますます店舗拡大！

コジマ 検 索
http://www.kojima.net/

コジマ楽天市場店
コジマ 楽天 検 索

コジマアマゾン店
コジマ アマゾン 検 索

コジマYahoo!店
コジマ Yahoo! 検 索

検 索ビックカメラ
http://www.biccamera.com/

携帯電話・スマートフォンからは
モバイルサイトへ

「コジマ×ビックカメラ」のリニューアル店舗は、地域で最も身近に親しまれ必要とされる
店舗を目指すべく、ビックカメラとコジマの連携をさらに強め、“地元密着”“体験提案型”を

コンセプトとしてコジマ既存店舗を続々リニューアルオープンしています。

ビックカメラ流の充実した品揃えと
先進性を融合させた新しいコジマが続々誕生 !

第一類医薬品のネット販売を開始
ネット販売がさらに充実
ネットショッピングサイトで既に好評販売中の第三類、第二類医薬品
に加え、「ロキソニン」「リアップ」など第一類医薬品の取扱いをスタ
ートいたしました。今後も第一類医薬品はもちろん、健康食品やサプ
リメント、衛生用品など日用品の拡充を継続的に行います。

続々リニューアルオープン !

「コジマ×ビックカメラ東店」「コジマ×ビックカメラ那覇店」
「コジマ×ビックカメラ東村山店」をはじめ52期中に55店舗を改装!

フェイスブックページ

https://ja-jp.facebook.com/kojima.official

お客様とのコミュニケーションの場としてフ
ェイスブックページを開設しています。コジ
坊が最新情報を発信しています。

コジマ フェイスブック 検 索

特長❶

http://www.sofmap.com/
検 索ソフマップ

圧倒的な品揃え !
（デジカメ、アクセサリーなど）

等身大POP、
手書きPOPの活用 !

非家電製品の取り扱い !
（おもちゃ、自転車など）

品揃えの強化

特長❷ 地域密着、体験提案型売場への刷新

最新家電を
比較・体験できる
コーナーを多数設置 !

2014.82012.82012.32011.3 2013.8

インターネット通販売上高推移（億円）

※2012年8月期は決算期変更に伴い5ヵ月の変則決算となっております。

一部店舗にキッズ広場を設置
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