
※2015年8月期より会計方針の変更および表示方法の変更を行っております。
※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。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。

代表取締役会長兼社長
木村 一義
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▪ くらしに役立ち必要とされる
　 店舗づくりの実現を目指します
▪ 新店情報 －－新たな生活提案も開始－－

Business Report
第56期 中間報告書

　当社は、「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。
　当期は、2店舗の新規出店や既存店改装に加
え、インターネット通販サイト「コジマネッ
ト」のスマートフォンサイトを刷新するなど、
販売力強化に取り組みました。なかでも既存
店の改装は、新規商品の取扱いに加え、地域密
着型の店舗を目指し、お客様のお困りごとの
相談・解決をする窓口の設置や新たなサービ
スを開始するなど、当社独自の取り組みにも
注力しております。

　当上半期（第2四半期累計期間2017年9月1

を上方修正しております。

　当社は、ビックカメラグループの幅広い商
品を強みに、売場の拡充や専門性の向上に取
り組み、モノからコト軸への提案を進め、コジ
マは楽しい・新鮮・再度利用したい、とお客様
に感じていただける店舗づくりを今後も進め
てまいります。
　また、当社とビックカメラとの業務統合の
取り組みとして、かねてから進めていた全国
の物流拠点の統合は、昨年11月、無事に終了い
たしました。今後は運用面の効率化を推進し、
効果の最大化を目指してまいります。
　引き続き、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。

日～2018年2月28日）の業績は、既存店、新店
ともに販売が順調であったことに加え、新た
なチャネルとして注力しているインターネッ
ト通販や法人向け販売が拡大いたしました。
この結果、売上高は前年同期比106.3％の
1,186億７百万円となりました。商品別では
理美容家電が前年を若干下回ったものの、テ
レビ、カメラ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、ス
マートフォンなどの主要商品が前年を上回っ
たほか、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンやゲー
ム機なども順調に販売を伸ばしております。
　利益面においては、粗利益率の改善に加え、
効率的な経費コントロールができたことで、
営業利益は13億47百万円となりました。また、
経常利益は15億16百万円、四半期純利益は9
億2百万円でいずれも前年同期を大きく上回
りました。
　なお、売上高および利益項目がいずれも期
初予想を上回ったことから、通期の業績予想

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。株主の皆様へ

財務ハイライト
■第2四半期累計 ■通期 ■第2四半期累計 ■通期 ■第2四半期累計 ■通期
売上高（億円） 営業利益（億円） 経常利益（億円）

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

株主の皆様へのお知らせ

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。

※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。

贈呈基準

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
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
　本店および全国各支店
みずほ証券株式会社
　本店および全国各支店

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。

2018年8月期第2四半期
［ 2017.9.1-2018.2.28 ］
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●株主優待制度について

●有効期限

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

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。

発行翌年の11月30日

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

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

11

30日

証券コード：7513

企業価値の向上を目指して

売上・利益ともに順調

今後の取り組み

コジマアプリ
ダウンロードサイト

　当社のインターネット通販は、家電製品に加え、日用品、カー用
品やＤＩＹ用品といった非家電製品を中心に品揃えを大幅に拡
充いたしました。また、昨年7月に大型物流拠点が稼動したこと
に伴い、保有できる商品在庫が増加したことで、今まで以上に商
品のお届けが早くできるようになりました。
　この他、本年1月に、スマートフォンの普及でニーズが急速に
高まっているスマートフォンに対応した通販サイトを刷新し、操
作性や利便性の向上を実現しております。今後も、お買い物がよ
り便利になる仕組みづくりを進めてまいります。
　また、コジマネットは単なる販売チャネルにとどまらず、お客
様のくらしに有益になるご提案や、店舗で開催される地域密着型
イベントなど、常に新鮮な情報を発信してまいります。

ビックカメラグループ
ポイントカード
　クレジット・電子マネーＷＡＯＮ
機能付きをはじめとする、各種コジ
マポイントカードは、コジマの他、
ビックカメラでもご利用できますの
で、ぜひご活用ください。グループ企業の

通販サイトはこちら
http://www.biccamera.com/
ビックカメラ 検索

http://www.sofmap.com/
ソフマップ 検索

コジマネットならなんでも揃う！ ～日用品、カー用品やＤＩＹ用品の品揃えが充実～

App Store Google Play

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



　PCなどのデジタル商品を中心に買取・購入後のサポートを充実
したサービスサポートカウンターを8店舗新設し、今期末までに
計31店舗とすることで、デジタル商品が不得意な顧客層にもご
来店いただけるよう、サービス拠点の拡大を進めてまいります。

Kojima

NEWS
Kojima

TOPICS
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。
体験イベントにより新規顧客を獲得し売上拡大を目指します。

くらしに役立ち必要とされる店舗づくりの実現を目指します。
各種サービスの拡大・拡充

　現在、45店舗で導入しているコジマくらし応援便により、商
品の配送・設置や不要品の処分等に加え、お客様宅に伺った社員
の目線から生活提案・実現することで、お客様から必要とされる
店舗づくりを目指してまいります。更に、今後、新たな販売チャ
ネルの一つとして、売上拡大を目指し、進化させてまいります。

くらし応援便サービス

　当社が発行する新聞折込チラシに掲載されている商品の電話注文を承っております。近隣店舗にお問合せのうえ、
折込チラシに記載されている商品番号をお伝えください。あとは、受付担当者がご案内いたします。

お電話１本で商品をお届けします。

　当社が掲げる「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」のスローガン
に基づく取り組みの一つに、店舗内外で開催するイベントが
あります。数年来、力を入れて開催してきましたイベントは、
数多くのお客様に参加いただきました。引き続き、店舗は楽し
い・新鮮・再度利用したい、と感じていただける店舗づくりを
進めてまいります。

　昨年開催しました、ミニ四駆大会「コジマ KING CUP」は、
各エリア予選会から「コジマ×ビックカメラ静岡店」で開催さ
れた決勝大会「コジマ グランド KING CUP」まで、のべ約
1,000名のお子様に参加いただきました。本年は、お子様を対
象としたジュニアクラスに加え、年齢制限を設けないオープ
ンクラスを新設することで、新たな顧客層の獲得につなげて
まいります。（本年の決勝大会は12月2日に開催予定です。）

　当上期は、2017年10月5日に「コジマ×ビックカ
メラ 西友二俣川店」を開店し、翌月24日には「コジマ
×ビックカメラ プライムツリー赤池店」を開店し、
２つの「コジマ×ビックカメラ」が誕生しました。
　日々、時間に追われている、共働きの子育て世帯を
応援する新しい取り組み「DEWKS サポートコー
ナー」を設置し、家事負担を軽減する時短家電や、彩
りあるデザイン性に優れたデザイン家電を提案する
ことで、子育て世帯からも指示される店舗づくりを
進めてまいります。
　TV、エアコン、洗濯機などの主要家電商品に加え、
ビックカメラの専門性を生かした、トイズ、自転車、
寝具などの新規カテゴリ商品を取り扱うことにより、
新規顧客を取り込んでまいります。

新店情報 －－新たな生活提案も開始－－

何かと忙しい共働きの子育て世帯を応援します！

兵庫県西宮市にコジマが誕生！ －－更なる店舗力の強化－－

　当期３番目の新店として、2018年4月26日に「コジマ×ビックカメラ 
Corowa甲子園店」が開店しました。同日開業した大型ショッピングモー
ル「Corowa甲子園」の３階に出店し、ショッピングモール利用者の特性
である女性やファミリー層に加え、近隣施設をご利用される顧客層を意
識した商品展開をすすめることにより、売上拡大を目指してまいります。
　更に、くらし応援便サービスやサービスサポートカウンターを設置 
することにより、ご購入後も充実したアフターサポートをご提供いたし
ます。
　今後も、新規出店、リプレース、スクラップを組み合わせることにより、
店舗力強化を進めてまいります。

コジマ×ビックカメラCorowa甲子園店を
宜しくお願いします。

［営業時間］	午前10時～午後9時
［所在地］	 神奈川県横浜市旭区
	 二俣川2-52-1
［電話番号］	 045-442-8877

コジマ×ビックカメラ
西友二俣川店

［営業時間］	午前10時～午後9時
［所在地］	 愛知県日進市赤池町
	 箕ノ手1番
［電話番号］	 052-807-5200

コジマ×ビックカメラ　
プライムツリー赤池店

▲ 子育て世帯応援「DEWKS サポートコーナー」を設置

◀▲ 新規取扱いカテゴリの導入

全国規模の予選会を突破した
ファイターが集結し、昨年、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」を開催

ミニ四駆大会
ミニチュア玩具を使用し、
親子でつくる楽しさを体験

キッズミニチュア工房

人気キャラクターになりきった
お子様を撮影するイベントを開催

キッズなりきりスタジオ

◀ 商品を実際に触って、使っ
てみて、商品の良さを感じ
ていただける店頭展示

▲ 色鮮やかなデザイン家電

くらし応援コジマ
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。

［営業時間］	午前10時～午後9時
［所在地］	 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3　3F
［電話番号］	 0798-45-5252

コジマ×ビックカメラ Corowa甲子園店

サービスサポートカウンター

◀  「くらし応援便
パソコンサポー
ト」出張サービ
スも承ります。


