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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。

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。

財務ハイライト

　「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
コジマ」をスローガンに掲げ、ビックカメ
ラとの統合効果を最大限に発揮し、企業
価値の向上に取り組んでおります。前年度

（2016年9月1日~2017年8月31日）は、新
規出店を積極的に行ったほか、既に改装済
みの「コジマ×ビックカメラ店」について、
更に地域密着型の店舗を追求する為、再
改装を実施いたしました。また、お客様の
お困りごとの相談・解決をする窓口の設置
やサービスを新たに開始するなど、当社 
独自の取組みに力を入れております。

　前年度は、既存店が順調に推移したこ
とに加え、インターネット通販および法人

健全化を図る観点から、誠に遺憾ではあ
りますが無配とさせていただきます。株主
の皆様におかれましては、事情ご賢察の上、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

　本年度（2017年9月1日~2018年8月31
日）は、前年度、営業外収益に計上した補助
金収入を見込んでいないことから、経常利益
および当期純利益は減益を予想しておりま
す。しかし、当社の足元の業績は順調で、新
規出店も予定していることから売上高は前
期比102.7%の2,390億円、営業利益は前
期比109.2%の30億円を予想しております。
　当社は今後とも販売力や生産性の向上
に努めてまいりますので、皆様の一層のご
支援ご協力を賜りますよう、お願い申し上
げます。

営業が伸長、また、5店舗の新規出店によ
り、売上高は前期比102.8%の2,327億円
となりました。商品別では音響映像商品カ
テゴリーで一部前年を下回ったものの、洗
濯機や冷蔵庫といった白物家電商品が順
調に販売を伸ばしております。
　営業利益は、粗利益率の改善に加え経
費コントロールが寄与したことで、前期比
136.6%の27億46百万円となりました。
また、経常利益は前期比 195.6%の32億
14百万円、当期純利益は前期比417.8%
の23億63百万円となりました。なお、 利
益項目はいずれも予想を上回りました。

　前年度の当期純利益は予想を上回り
ましたが、 過去に発生した欠損金が依然
として存在する状況にあり、財務体質の

▪新規出店と既存店の充実
▪新たなサービスの導入

証券コード：7513

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。

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IR情報 検索

代表取締役会長兼社長
木村 一義

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

企業価値向上を目指して

本年度は増収、営業増益を予想

増収増益を達成
期末配当

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。

おトクな情報や話題の新商品情報を配信中
　コジマとお客様との距離を少しでも縮めたいという思いから、
スマートフォン向けの「コジマ公式スマホアプリ」を本年4月に導
入しました。このスマートフォンアプリは、コジマポイントカード
として機能するほか、お気に入りの店舗を「マイ店
舗」登録することで、お気に入り店舗のチラシやイ
ベント情報、おトクなクーポン券などをカンタン
に入手できます。また、来店のたびに貯まるコジ坊
スタンプを集めると、
“もっと”おトクなクー
ポン券が入手できま
す。ぜひ、一度お試し
ください。

コジマポイントカードがグレードアップ
　コジマでの買物が更におトクになる「コジマ×ビッ
クカメラカード」の発行を開始しました。
　このカードは、コジマポイントカードに、クレジット
機能と電子マネー「WAON」の機能を組み込んだ３in１
のカードで、多様な利用方法に対応しています。
　また、コジマやビックカメラでのお買物にクレジット
払いをご利用いただくと、現金払いと同率のコジマポイ
ントがたまり、更に「ときめき
ポイント」※もたまりおトクです。

※ ときめきポイントはイオン系クレ
ジットカード利用でたまるポイント
です。

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

第55期定時株主総会 決議ご通知 第55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。

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

株主優待情報

ついに登場！ コジマのスマートフォンアプリ 誕生！ コジマ×ビックカメラカード

見
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記

報告事項 第55期（自平成28年９月１日　至平成29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　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、塚本智明、棚橋克己、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の６氏が再任され、それ 
 ぞれ就任いたしました。　　
 第２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、相澤光江及び土井充の両氏が再任され、新たに水沼貞夫氏が選任され、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3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。
  以上

App Store

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。

Google Play

第55期 報告書 ［2016.9.1▶2017.8.31］
2017年8月期



N E W S & T O P I C S
注 目 ニュースをお 届 けします !

く し ジら コ マ応 援『より快適に』『より便利に』『より楽しく』します。
お客様のくらしを

　10月5日、本年度（2018年8月期）の
新店第1号となる「コジマ×ビックカ
メラ 西友二俣川店」を開店しました。
　同店がある二俣川駅を中心とする
地域は、横浜駅から急行で1駅の立地
にあることから、横浜周辺のベッドタ
ウンとして活気にあふれ、再開発によ
り、今後も成長が見込まれています。
　お客様の住まいとの距離も近いこ
とから「いつでも便利・安心な地域密
着型店舗」をコンセプトに掲げ、地域
一番店を目指します。
　また、子育て世代が多い地域である
ことから、老若男女に対応する当社の
豊富な品揃えで、お客様の期待に応え
ていきます。
　今後においては、11月25日に、愛知
県に開業するショッピングモールの
プライムツリー赤池に「コジマ×ビッ
クカメラ プライムツリー赤池店」を出
店する予定で、本年度も新店による事
業拡大を実現していきます。

ご期待ください！ 今期も新店ぞくぞく お客様の声をうけて既存店が更にパワーアップ！
本年度の新店は神奈川県からスタート！ 既存店の充実 ―コト軸による生活提案・くらし応援―31

　前年度（2017年8月期）は、2016年10月に開店した「コジマ×ビックカメラ 西友ひばりヶ
丘店」を皮切りに、約4ヶ月の間で5つの出店がありました。
　新店は、すべてがイオンモールや西友といった複合型商業施設内に出店しており、日々、多
くのお客様が来店されます。
　幅広い年齢層のお客様に対して、当社独自の品揃えや新たなサービスを提供することによ
り、当社の新たなファンの獲得に力を入れていきます。

複合型商業施設への出店

５つのコジマが
誕生しました！2

　コジマで販売する、くらしを快適に・便利に・楽しくする商品を実際に試したり、お子様が楽しめるおもちゃを
使った体験イベントを開催するなど、家族でわくわくしながら楽しめる店舗づくりを推進しています。

　警察官、消防士や看護師といった人
気の職業になりきったお子様を、お父
様やお母様が、その様子を楽しみなが
ら写真を撮るイベントです。

店舗でさまざまな体験イベントを実施中！

▶ミニ四駆のトーナメント開催 ▶キッズなりきりスタジオ

▶ケルヒャー洗浄機体験

▶夏祭り

◀大笑待
　セール

　男の子は組
み立て工作キッ
ト、女の子は組
み立てミニチュ
ア玩具を使用し、
親子でつくる楽
しさを体験。玩具を通じ、家族で楽しめる店
舗づくりを目指します。

▶夏休み工作（男女）
　体験教室

　当社では、既存店の販売力が確実に高まると認識したことか
ら、この数年間、従来型店舗の品揃えや展開手法を見直した「コ
ジマ×ビックカメラ店」の拡大に力を入れてきました。
　拡大の中心は既存店の改装によるもので、現在その数は100
店を超え、全店舗の80％程度という水準になっています。
　改装により魅力が向上した「コジマ×ビックカメラ店」は、現

在の当社の礎を担っていますが、お客様満足度の一層の向上を
目指し、「KB（コジマ×ビックカメラ）2改装」と称する新たな既
存店の改装をすすめています。
　従来の改装を実施した後に、ご来店いただいたお客様のご意
見を店舗づくりに反映し、更に、売場の進化やコト軸の生活提
案を進めることで、「くらし応援コジマ」を実現していきます。

▶ 地域密着の新サービス
　「くらし応援便」は毎日運行中

［くらしをより快 適 に！より便 利 に ! くらし応 援 サービスを拡 大 中！］

　 当 社 の 店 内 に、
「サービスサポートカ
ウンター」の設置を進
めています。
　パソコン、デジタル
カ メ ラ や ス マ ー ト
フォン等のデジタル
家電のアフターサー
ビスの充実と、中古買
取りを通じた商品買い換えの提案を促進するため、今後、導入
店舗に拡大する計画です。

▶ デジタル商品の買取り・購入後のサポートを充実！
 「サービスサポートカウンター」

　昨年開始した、当社
の地域密着型サービ
ス「くらし応援便」が
大変好評です。当社の
社員が応援便の専用
車でお客様宅に訪問
し、電化製品の設置や
使用方法の説明、トラブル点検といったサービスを行います。
また、商品を最短30分でお届けする「スピード配送」や、指定の
時間にお届けする「時間ぴったり配送」といった配送メニュー
も用意しています。

コジマ×ビックカメラ
イオンモール広島府中店

（広島県）
2016年
11月18日

コジマ×ビックカメラ
イオンモール堺鉄砲町店

（大阪府）
2016年
11月19日

その他の新店舗

2016年
12月10日

コジマ×ビックカメラ
ららぽーとTOKYO-BAY店

（千葉県）

2017年
1月24日

コジマ×ビックカメラ
ベルクスモール浮間舟渡店

（東京都）

　お客様が自由に利用できるミニ四駆の専用コースを、多くの店
舗に常設しています。
　また、当社主催のミニ四駆ジュニア大会「コジマKING CUP」を
本年4月から全国規模で予選会を開始し、12月3日にナンバーワ
ンを決定する「コジマ グランド KING CUP」を予定しています。

コジマ×ビックカメラ
西友ひばりヶ丘店（東京都） 

2016年
10月20日

客層を考慮した広めの玩具売り場

店舗外観 女性向けの提案展示




