
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。

代表取締役会長兼社長
木村 一義

Business Report

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

第56期定時株主総会 決議ご通知 第56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。

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。

株主優待制度の一部変更について

変更前 変更後

　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。
　前年度（2017年9月1日～2018年8月31
日）は、新規出店を積極的に行ったほか、既存
店改装による新規商品の取扱い開始や、各種
サービスの拡充を実施したことなどにより、
幅広いお客様層にご来店いただきました。

　前年度の販売実績は、既存店、新店ともに
販売が順調に推移したことに加え、成長戦略
として位置づけているインターネット通販

確保しつつ財務体質の健全化を図る観点か
ら、誠に遺憾ではありますが、配当につきま
しては、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、事情をご賢察の上、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

　当社は引き続き、体験参加型の店頭イベン
トの充実や、新たな取扱い商品、各種サービ
スの拡充等により、生活者目線での提案や問
題解決で親しみを感じていただき、コジマ
ファン層を拡大することで、大型商品の新規
需要や買替え需要の取込みにつなげてまい
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。

や法人向け販売が拡大いたしました。この結
果、売上高は前期比105.9%の2,463億91
百万円となりました。商品別では、テレビ・エ
アコン・冷蔵庫・洗濯機など主要カテゴリに
おいて前年を上回り、３期連続の増収と着実
に販売を伸ばしております。
　利益面においては、粗利率の改善に加え、
効率的な経費コントロールができたことで、
営業利益は42億48百万円となりました。ま
た、経常利益は44億75百万円、当期純利益
は34億18百万円でいずれも前期を大きく
上回りました。

　前年度の当期純利益は計画を上回り、利益
剰余金は過去の累積赤字を一掃しプラスに
転じたものの、まだ少額であり、内部留保を

企業価値の向上を目指して

売上・利益とも3期連続伸長 期末配当

今後の取り組み

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56期 報告書 2018年8月期（2017.9.1→2018.8.31）

株主の皆様へのお知らせ

報告事項	 第56期（自平成29年９月１日　至平成30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、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の５氏が再任され、新たに紫藤竜二

氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
	 第2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３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションに関する
	 　　　　　		報酬等の具体的な内容決定の件
	 本件は、原案どおり承認可決されました。	 以上

記
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経常利益（億円）

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。栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を一層高め、株
式を継続して保有していただく目的で、贈呈基準を変更しました。

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

所有株式数 贈呈枚数
100株以上 1,000円券×　1枚
500株以上 1,000円券×　3枚
1,000株以上 1,000円券×　5枚
3,000株以上 1,000円券×15枚
5,000株以上 1,000円券×20枚

合計1,000円以上のお
買上（限定商品を除く）
で、お買上金額までご
利用いただけるように
なりました。

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
株主名簿管理人および
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。

（https://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。

▪ 3期連続の増収増益
▪ 新店情報 ─体験・体感できる展示と地域密着

NEWS & TOPICS

株主優待制度に
ついて

発行年の12月1日から
発行翌年の１１月３０日まで

有効
期限

毎年８月３１日現在の保有株式に応じて、
株主ご優待券を年１回、１１月にお送りいたします。

※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。

コジマネットならなんでも揃う！ ～日用品、カー用品やDIY用品の品ぞろえが充実~
コジマアプリ
ダウンロードサイト

App Store

Google Play

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

コジマネット店 コジマ ネット 検索

コジマアマゾン店
コジマ アマゾン 検索

コジマWowma！店
コジマ Wowma！ 検索

https://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

https://www.biccamera.com/
ビックカメラ 検索

より使い易くなりました！



　売上は、既存の旗艦店を中心に堅調、インターネット通販や
法人営業も好調だったことから、全ての部門において3期連
続の増収を達成いたしました。
　加えて、5店舗の新規出店が3店舗の閉店減以上の売上増加

に寄与しました。　
　売上拡大に加えて粗利率も改善し、効率的な経費コント
ロールを実施したことから、3期連続の増益を達成しており
ます。

NEWS
3期連続の増収増益 新店情報 ─体験・体感できる展示と地域密着

コジマ独自のサービス  ─「サービスサポートカウンター」 「くらし応援便サービス」─

Kojima Kojima

TOPICS

お買い物がより楽しくなる体感コーナーなどを設置

各種サービスの拡大・拡充

　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20店舗新設し26店舗
とすることで、デジタル商品のお困りごとを解決し、今後
もサービス拠点の拡大を進めてまいります。

Windows7からの買替えも安心

▲  「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。

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。

　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。近隣店舗にお問い合わ
せのうえ、折込チラシに掲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。

コジマでお酒が買える。地域一番店の品揃え。
コジマ×ビックカメラ新座店で
6月30日より取扱い
　海外ビールや焼酎、10万円以上の高級ワインなど、
スーパーなどでは取り扱っていない銘柄を数多くご
用意しました。今後も、専門性を追求し、お客様から
求められる豊富な品揃えに努めてまいります。

▲  DEWKSサポート＆三重県子育て家庭
　応援クーポン協賛（アピタ四日市店）

▲  お客様のスマートフォンの音楽で試聴できます（イオンモールいわき小名浜店）

　新たに18店舗を新設し50店舗に拡大。社員による商品
の配送・設置のみならず、地域密着の各種サービスをご提
供いたします。更に、今後、サービスメニューを拡充し、新
たな販売チャネルの一つとして進化させてまいります。

社員がお客様宅に直接お伺い
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▲買取サービスも充実

　当期は、上期2店舗の出店に加え、下期に3店舗を新規に出店しまし
た。いずれも大きな集客力を有するショッピングセンター内に出店し
ていることから、開店当初より多くのお客様にご来店いただいています。
　テレビ、エアコン、冷蔵庫、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活かしたトイズも取扱いしています。常設ミニ四
駆コースのコーナーにはご当地の名所を配置しました。　　
　各地域で展開している子育て世帯を対象とした割引サービスなど
にも協賛しています。

兵庫県西宮市　［電話番号］0798-45-5252

コジマ×ビックカメラ Corowa甲子園店
2018年4月26日オープン

三重県四日市市　［電話番号］059-350-6777

コジマ×ビックカメラ アピタ四日市店
2018年5月26日オープン

福島県いわき市　［電話番号］0246-54-5252

コジマ×ビックカメラ イオンモールいわき小名浜店
2018年6月15日オープン

▶  レゴ上級者の大人も
　楽しめるレゴの遊び場
　（Corowa甲子園店）

コジマ×ビックカメラ 新座店
2018年6月30日より取扱い開始

コジマ×ビックカメラ 江戸川店
2018年9月29日より取扱い開始

コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店
2018年10月13日より取扱い開始

▲  対応エリア拡大中 ▲  訪問社員にお困りごとも
ご相談ください


