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株主メモ 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。

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、お支払い致します。）

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。

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
http://www.kojima.net/corporation/

コジマ×ビックカメラ
八王子高倉店3月18日オープン

PICK
UP!

NEWS & TOPICS

コジマIR情報 検索

1 コジマの安心リフォーム拡大中！
2 取り扱いアイテム増加中！ コジマのインターネットショッピング

財務ハイライト

※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。
　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。

株主優待情報

コジマの株主ご優待券が「ビックカメラ」、「ソフマップ」の店舗でもご利用いただけます。

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月にお送り致します。

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
※インターネット通販でのご利用方法の詳細は、ご利用の通販サイトでご確認ください。
※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。

合計2,000円以上（税込）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。

ご利用
方法

翌年11月30日まで有効
有効期限

株主優待制度について
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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。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　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、生産性の向上と持
続的成長のためビックカメラとの統合効果
を最大限に発揮すべく、接客力の向上、専門

上期の取り組み

　理美容家電が好調に推移したことに加え、
冷蔵庫、洗濯機、掃除機等の家庭電化商品が
堅調に推移したものの、デジタルカメラ、ＰＣ
本体等が低調であったため、総じてやや低調
に推移しました。

家電小売業界について

店舗展開について
　店舗展開におきましては、「コジマ×ビック
カメラ　港北東急S.C.店」、「コジマ×ビック
カメラ　宇都宮本店」の開店に続き、平成28
年3月18日には、「コジマ×ビックカメラ　
八王子高倉店」を開店する一方、ＮＥＷ青森
店等４店舗を閉店したことにより、平成28
年3月末現在の店舗数は143店舗となりま
した。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」
は、平成27年9月以降11店舗の改装を行い、

下期の取組み
　下期も引き続き旗艦店を中心に、コト軸
での提案力を強化するべく、接客の向上及
び売場の改善を実施し、体験価値や満足感
を得ていただける売場・接客の実現に努め
てまいります。また、当社の最大の強みであ
る白物家電の売場の拡大や商品アイテム数
の増加等を実施し、白物家電を徹底強化し
てまいります。今後も当社は、「生産性の向
上」と「持続的な成長」を2大戦略に掲げ、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。

性の向上、アフターサービスの強化に努め、
インターネット通販システムの刷新及び物
流改革に取り組んでまいりました。

平成28年3月末現在では98店舗となり、既
存店の転換に積極的に取り組んでおります。

代表取締役会長兼社長
木村 一義

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号 環境に配慮したFSCR認証紙と植物油インキを使用しています。

▶ビックカメラSuicaカード
　一部店舗にてお申込受付開始！
コジマ店舗でのクレジット払いでも現金払いと
同率のポイントサービス
※Suicaでのお支払い可能店舗に限ります。
※一部ポイント付与率の異なる商品やポイント付与対象外商品がございます。

年会費初年度無料！
※2年目以降、前年1年間でクレジット利用がある場合、次年度が無料になります。

　コジマの一部店舗にて受付を開始致しました。
入会お申込承り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。

▶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、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。取り扱
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。

※店舗により付与されるポイントが異なります。
　詳しくは販売員までご相談ください。
※従来のポイント交換サービスも引き続き、
　ご利用いただけます。

コジマ
お客様カード

入会金・年会費無料

▶コジマお客様カードが
　さらに便利に！
　コジマのお客様カードがそのままビッ
クカメラ全店でお使いいただけます。
お近くのビックカメラでお買い物の際
は是非ご活用ください。

5年
無料保証

10年
無料保証

　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。

▶コジマ・ビックカメラで
　長期保証修理を
　相互に受付!
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N EW S & T O P I C S
注 目 ニュー スをお 届 けします !

　「コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店」総合リ
フォーム専門コーナーを始め、各店舗に安心リ
フォームコーナーを設置し、お客様のくらしを“よ
り快適に”“より便利に”“より楽しく”ご提案。各店
舗にてイベントも開催しております。
※インターネット上に「コジマの安心リフォーム」専用ページを開設！
　各店舗のイベント情報やweb見積もりも受付中です。

◀オープンセールイベントも大盛況でした。

NEW OPEN! コジマ×ビックカメラ
　　　 八王子高倉店3月18日オープン

　「コジマ×ビックカメラ 八王子高倉
店」は、生活家電はもちろん、テレビ・レ
コーダー・パソコン・スマートフォン・デ
ジタルカメラ・オーディオ・日用品など
充実の品揃えに加え、ビックカメラグ
ループの生毛工房のノウハウを活用し、
コジマで初めて寝具売場を本格展開致
します。また、同店では特に“癒しと眠り”
をテーマとし、寝具・美容・明かり・安心
リフォームの融合で生まれる快適生活
を提案する専門コーナーを設けており
ます。同コーナーでは、「家電製品アドバ
イザー資格」や、眠りに関するプロ「ス
リープアドバイザー資格」を保有する専
門販売員が常駐し、お客様の様々なお悩
みにお応え致します。
　今後もコジマは、くらし応援企業とし
て、地域の皆様から最も身近に親しまれ
必要とされる企業であることにこだわ
り、挑戦を続けてまいります。

コジマ快適プロジェクト始動！
“癒しと眠り”をテーマにした専門コーナー誕生！

http://www.kojima.net/shop/e-reform/index.htm詳しくはWebをご覧ください

▶リンク栃木ブレックス　田臥勇太選手

NEWS

TOPICS

　コジマのインターネットショッピングは、ビックカメラグルー
プのシステムや物流を一つにまとめることで、運営費用や在
庫の低減などの効果のほか、品揃えの充実や配送納期の短縮
など、お客様のくらしを“より快適に”“より便利に”“より楽しく”
できるよう、システム刷新・統合及び物流統合に注力していま
す。その結果、取り扱いアイテムも順調に増加し、53期は約7
万点だったアイテムが、医薬品や寝具等の新規取り扱いアイ
テムを含め現在は22万点を突破しております。今後もより便
利なインターネットショッピングを目指し、お客様の声を聞
きながら、取り扱いアイテムをさらに充実させてまいります。
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※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。

インターネット通販 売上高推移

TOPICS 取り扱いアイテム増加中！　コジマのインターネットショピング

コジマの安心リフォーム拡大中！

コジマアマゾン店
コジマ アマゾン 検索

コジマ楽天市場店
コジマ 楽天 検索

コジマYahoo！店
コジマ Yahoo！ 検索

コジマ 検索

インターネット通販サイト
「コジマネット」

ビックカメラ
http://www.biccamera.com/

検索

http://www.sofmap.com/
ソフマップ 検索

グループ
企業の

通販サイトは
こちら

携帯電話・
スマートフォンからは

モバイルサイトへ

　バスケットボール男子NBL「リンク栃木ブレックス」の公式スポンサーに2年半ぶりに復
帰致しました。前期よりスポンサーとなっている「栃木サッカークラブ」と共に、地域に密着
した企業として、地元栃木を盛り上げてまいります。

　　　  地元プロバスケットボールチーム
　　　「リンク栃木ブレックス」公式スポンサーに２年半ぶりに復帰

お客様のくらしを“より快適に”“より便利に”“より楽しく”します。 くらし応援企業コジマ

エステ家電から導かれる外面的な美から
“癒しと眠り”など内面的な美まで、専門知
識豊富な女性販売員が対面形式でご案内。

もっと美しく
枕・生毛ふとん・敷きふとんに加え、睡眠
計・空気清浄機・布団乾燥機などトータル
提案スリープアドバイザーも常駐。

もっと快適な眠りを


