
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。

　「コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店」他一部店舗にデジタルサ
ポートカウンターを設置。パソコンやスマートフォンの点検、診
断、各種設定など“困った”を解決する「デジタルサポートカウン
ター」では、お客様と販売員がじっくり会話をできる専用カウン
ターを新設し、商品に関する様々なお悩み事の相談を承ります。
また、ビックカメラグループの中古品の査定買取ノウハウを活用
し、デジタル家電の買取も行
います。
※デジタルサポートカウンター設置店舗

コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店
コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店
コジマ×ビックカメラ 用賀店
コジマ×ビックカメラ 横須賀店
コジマ×ビックカメラ 成城店
 （2015年10月末現在）

株主の皆様へ

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53期 報告書 2014.9.1 >>> 2015.8.31

※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。
※2015年8月期より会計方針の変更及び表示方法の変更を行っております。なお、2014年8月期は遡及適用後の数値を記載しております。
※�2014年9月1日に連結子会社である株式会社コジマエージェンシーを吸収合併し、2015年8月期より連結財務諸表非作成会社となりました。昨年度までは連結のみの財務諸表を公表しておりましたので、一部、過去実績として連結の数値を記
載しておりますが、単体との比較においてその影響は軽微であります。

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53期定時株主総会 決議ご通知　第53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	 第53期（自平成26年９月１日　至平成27年８月31日）事業報告及び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　定款一部変更の件　
	 	 本件は、原案どおり承認可決されました。
	 	 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
� � 本件は、原案どおり承認可決され、木村一義、棚橋克己、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の5氏が再任され、
� � 新たに塚本智明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
	 	 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
� � 本件は、原案どおり承認可決され、新たに馬場周策、相澤光江及び土井充の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
� � なお、相澤光江及び土井充の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
	 	 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
� � 本件は、原案どおり承認可決され、山宮慎一郎氏が選任されました。
	 	 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
� � 本件は、原案どおり承認可決されました。
� � 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件
� � 本件は、原案どおり承認可決されました。� 以上
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※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。

デジタルサポートカウンターで
“困った”を解決！

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

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。

財務ハイライト

　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
　冷蔵庫、洗濯機、エアコンの売上は2015年４月以降好調であるもの
の、2014年３月までの消費税率引き上げに伴う旺盛な駆け込み需要
がなくなったことから、当事業年度においては低調でした。この他Ｐ
Ｃ本体が低調でしたが、スマートフォン、理美容家電が好調に推移し
ました。�
�当期の取り組み
　当社は、「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」の企業理念の下、「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、接客力・専門性の向上、アフターサ
ービスの強化や生産性の向上に向け、ビックカメラグループのシステ
ム統合及び物流改革に取り組むとともに、インターネット通販システ
ムの刷新や法人営業も積極的に進めております。店舗展開につきまし
ては、2015年４月25日に「イオンモール沖縄ライカム」内に、約２年
ぶりの新店となる「コジマ×ビックカメラ�イオンモール沖縄ライカム
店」を開店いたしました。なお、2015年９月19日に神奈川県横浜市に
「コジマ×ビックカメラ�港北東急S.C.店」、2015年10月10日に栃木県
宇都宮市に「コジマ×ビックカメラ�宇都宮本店」を開店しております。

　また、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を設けた「コジマ×ビックカメラ店」（９月末現在
合計86店舗）への既存店の転換に積極的に取り組んでおります。�
�次期の見通し
　当社を取り巻く市場環境は、雇用・所得環境が改善傾向にあるなか
で、個人消費が持ち直しに向かうことが期待される一方で、企業間競
争の厳しさと都市部と地方郊外における景況感の格差が続くと見ら
れることから、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。
　このような状況下において当社は、「生産
性の向上」と「持続的な成長」を2大戦略に掲
げ、グループの価値向上に努めてまいります。
�期末配当について
　厳しい経営環境が続く見込みであること
から、期末配当につきましては、誠に遺憾で
ございますが無配とさせていただきました。
株主の皆様には、今後も引き続きなお一層の
ご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願
い申し上げます。

代表取締役会長兼社長
木村 一義

コジマ発祥の地、栃木県に堂々オープン
「コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店」

大型商業施設内にオープン
「コジマ×ビックカメラ 港北東急S.C.店」

証券コード：7513
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お近くの店舗はもちろん、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。

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

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

http://www.sofmap.com/
検 索ソフマップ

　宇都宮本店は、宇都宮で生まれ、地元の皆様に育てていただいた
コジマの“本店”として、「お客様の暮らしを“より快適に”“より便
利に”“より楽しく”します。暮らし応援企業コジマ」のスローガン
の下、地域で最も身近に親しまれ必要とされるよう徹底的にこだ
わり、ビックカメラグループ3社（コジマ・ビックカメラ・ソフマッ
プ）がそれぞれ得意とするサービスを融合した店舗です。
　当社初の総合リフォーム専門コーナーを設置するほか、品揃え
においても生活家電からデジタル家電、おもちゃやグラウンドゴ
ルフ用品まで豊富に取り揃え、ビックカメラグループのノウハウ
を生かした「デジタルサポートカウンター」設置など、お客様のお
買い物やアフターサービスからご自宅に関するお悩み事まで、家
族まるごと・家中まるごとサポートし、信頼していただける店舗を
目指してまいります。

　2015年9月、横浜市の商業施設「港北東急S.C.」内に、「コジマ×ビックカ
メラ�港北東急S.C.店」をオープンしました。都市部をターゲットとした新た
な出店計画の第1弾であり、商業施設内の店舗では首都圏最大となる約
2,900平方メートルの売り場面積を誇ります。家電製品はもちろんのこと、
時計専門コーナーを設置し、国内外の高級時計なども取り扱うなど、都市部
の多様なお客様のニーズに応えてまいります。

　「お客様の暮らしを“より快適に”“より便利に”“より楽しく”
します。暮らし応援企業コジマ」のスローガンの下、従来より
お客様からご要望をいただいていた、カメラや各種アクセサリ
ー商品、生活家電の品揃え拡充のほか、最新家電の比較・体感
コーナーを充実させるなど、“地域密着”“体験提案型”をテーマ
とした店舗へ生まれ変わります。

コジマ発祥の地、栃木県に堂々オープン
「コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店」

コジマ×ビックカメラ店舗、続々リニューアルオープン！

「コジマ×ビックカメラ 静岡店」
「コジマ×ビックカメラ 卸団地店」

をはじめ53期中に28店舗を改装!

お子様からシニアの方までご家族揃って
お買い物をお楽しみいただけます！

　人気の格安スマートフォンをお
手軽にご利用いただくために、コジ
マではビックカメラオリジナルの
SIMカード「BIC� SIM」専用カウン
ターの導入を進めています。店頭で
「BIC�SIM」を購入し、簡単なお手続
きをするだけで、その場でSIMカー
ドを発行、すぐにスマートフォンを
ご利用いただけます。そのほか、端
末設定のお手伝いや料金プランの
ご説明など、「BIC�SIM」に関するサ
ポートメニューも充実しています。

ビックカメラ女子ソフトボール高崎は、本年１月に創部し、日本
女子ソフトボールリーグ１部（以下、日本リーグ）に参戦しました。
４月から10月にかけて開催された日本リーグを18勝４敗の２
位で通過したビックカメラ女子ソフトボール高崎は、11月の日本
リーグ決勝トーナメントで前年覇者のトヨタ自動車に勝利し、創
部初年度で優勝しました。
来年も優勝を目指し日本リーグ２連覇の達成に向け邁進します

ので、ご声援のほどよろしくお願いします。

▲コジマ初の総合リフォーム専門コーナーを設置！家電はもちろん、修繕・リフォーム、
太陽光発電やオール電化のご相談など、ご自宅のお悩みをまるごと解決いたします!!

◀グラウンドゴルフ用品の品揃えを充実させ、
コジマ初の試打スペースをご用意しております。

▲親子でお楽しみいただけるミニ四駆のコースを
設置しております。

大型商業施設内にオープン
「コジマ×ビックカメラ 港北東急S.C.店」

▲時計専門コーナー、国内外の時計を多数取り揃えて
おります。

▲実際に体験できるビューティー家電コーナー、
品揃えも豊富です！

コジマ×ビックカメラ
宇都宮本店

でも取り扱い中！

ビックカメラ女子ソフトボール部が
創部初年度で日本リーグ初優勝達成！簡単なお手続きで、

格安スマートフォン！
「BIC SIMカウンター」
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