
　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。
　当上半期（第2四半期累計期間2019年9月1日
～2020年2月29日）は、2店舗の新規出店や既存
店改装による新規商品の取扱い開始に加え、成長
戦略分野であるインターネット通販と法人向け
販売の販売力強化などに取り組みました。また、
地域密着型の店舗を目指し、ポイントアップ特
典が受けられるアクティブ65倶楽部カードを発
行し、各種サービスメニューを拡充するなど、当
社独自の取り組みにも注力しております。

　また、経常利益は18億3百万円、四半期純利益は
11億4百万円となり、いずれも計画を上回りました。

　前期、2019年8月期の期末配当を1株当り10
円の配当（復配）といたしましたが、当期末配当
予想も1株当り10円の配当を予定しております。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目指
すため、テレワークの導入拡大や外出自粛要請
など、家の中で過ごすことが多くなる中、当社は、
地域のお客様の住まいに近く、くらし関連の不
可欠な商品サービスを提供し、地域のお客様の

“必要”にお役立てできる様、店舗運営に取り 
組んでまいります。
　なお、足元の売上高は、3月は大変厳しい状況
が続いたものの、4月からは好調に推移しており
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。

　当上半期の販売実績は、消費税増税前の駆け
込み需要による一時的な増加がありましたが、
一方で、増税後には反動減が発生しました。また、
引き続き、インターネット通販と法人向け販売
の強化に努めたことから、売上高は前年同期比
103.2%、計画比97.3%の1,332億95百万円と
なりました。
　商品別では、テレビ、冷蔵庫や洗濯機が好調
だったほか、OS（Windows7）のサポート終了に
伴う駆け込み需要が生じたパソコン等も好調に
推移し、一方、スマートフォンやエアコン等が低
調に推移しました。
　利益面においては、プライベート商品の拡売
に努めたことにより、粗利率が向上した事に加
え、効率的な経費コントロールにも努めたこと
から、営業利益は計画比68.1%増の16億80百万
円となりました。
　なお、当期から株式会社ビックカメラへの役
務提供等に係る費用負担が発生しております。

証券コード：7513

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
https://www.kojima.net/corporation/
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株主の皆様へのお知らせ

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。

株主様限定クーポン

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。

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

贈
呈
基
準

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。

B U S I N E S S  R E P O R T
第58期 中間報告書 2020年8月期第2四半期（2019.9.1-2020.2.29）

合計1,000円（税込み）以上のお買上（特定商品を除く）で、お買上金額までご利用いただけます。

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。

⃝��［ 既存店の取り組み ］�消費税増税後を見据えて

今後の取り組み
⃝��［ 新店情報 ］�沖縄県豊見城市と�
群馬県高崎市の大型商業施設に�
オープン予定�！�

N E W S & T O P I C S

「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）」に認定
　経済産業省が創設した「健康経営優良法人認定制度」に基づき、日本健康
会議において優良な健康経営を実施している法人に与えられる「健康経営
優良法人2020(大規模法人部門)」の認定を受けました。

代表取締役会長兼社長
木村 一義

企業価値の向上を目指して 当上半期の業績

期末配当

今後の取り組み

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。

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株主メモ

※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。

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月に贈呈いたします。

株主優待制度について

発行翌年の１１月３０日まで
有効期限

■第2四半期累計 ■■通期 ■第2四半期累計 ■■通期

売上高（億円） 経常利益（億円）
■第2四半期累計 ■■通期

営業利益（億円）
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財務ハイライト

※当期から、株式会社ビックカメラへの役務提供等に係る費用負担が発生しております。
※2020年4月8日に通期業績予想の修正をしております。

株主の皆様へ 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、新型コロナウイルスに罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上げると共に、日夜最前線で感染症に対応されて
いる医療従事者の皆様には、改めて厚く御礼申し上げます。
当社におきましては、政府の緊急事態宣言による外出自粛の要請を受けて、お客様・従業員を新型コロナウイルス感染から
守ることを最優先に、一部店舗の休業や営業時間の短縮を図りながら、店舗運営に取り組んでおります。
一日も早い新型コロナウイルスの終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

※株主様限定特別優待クーポンを印刷刊行物のみ掲載しております。



N E W S  &  T O P I C S

Kojima

各種サービス

今後の取り組み

　当社は静岡市と地方創生推進に向けた包括連携協定
を締結するなど、地域密着の店舗モデルの構築に取り
組んでおります。また、静岡市に本社を置く模型の株式
会社タミヤ様のイベントに当社ブースを出展するなど、
地元企業様と相互送客を進めております。

自治体や地元企業との連携強化 ◀ 
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［�既存店の取り組み�］�消費税増税後を見据えて

　これまでご好評をいただいている「ミニ四駆大会」に
おいて、全国各地の予選会など、のべ1万人以上のお客
様にご参加いただき、2019年11月24日に「コジマ×
ビックカメラ 静岡店」で「全国大会決勝戦 コジマ グラ
ンドキングカップ」（コジマ主催）を開催し、今回も大盛
況にて終了しました。参加者の中には女性も含まれて
おり、年々すそ野が広がることで、新たな顧客の獲得に
つなげてまいります。
※なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、現在、当イベントは中止しております。

※当初、2020年4月下旬の開店予定でしたが、緊急事態宣言発令を受け、商業施設の開業時期が変更されたことに伴い、開店日を延期することとなりました。

大盛況の「ミニ四駆大会」

◀ 全国大会決勝戦のジュニア
クラス上位入賞者

▲ 
ミニ四駆コース 

（静岡店）

　クリーナー、調理家電やブルートゥースイヤホンな
ど、専門の担当者が実演販売により、お客様の生活シー
ンに合わせた快適性を体験・体感いただける「商品体感
販売イベント（ライブ販売）」の充実に努めております。

商品体感販売イベント（ライブ販売）

コジマ×ビックカメラ�イオンモール高崎店
　ファミリー層を中心に、幅広い世代をターゲットとした専門店

が出店し増床リニューアルされたショッ
ピングモール内に開店し、北関東エリア
の広域から集客することにより、更なる
売上シェア拡大を図ってまいります。

開店日※�
今夏オープン予定
住所�
〒370-3521 
群馬県高崎市 
棟高町1400
代表電話�
027-373-5252

SHOP DATA

コジマ×ビックカメラ�イーアス沖縄豊崎店
　沖縄県3店舗目としてショッピングモール内に開店し、地域の

方々のみならず、国内外の観光客からの
集客も見込まれる施設であることから、
更なるビックカメラグループの知名度向
上、売上拡大を図ってまいります。

開店日※�
2020年6月19日（金）
住所�
〒901-0225 
沖縄県豊見城市 
豊崎3番35
代表電話�
098-840-5252

SHOP DATA

　外出自粛でテレワークや家の中で過ごすことが多くなっ
た状況下でも、お客様が「より快適に」「より便利に」「より楽
しく」お過ごしいただける商品サービスや、省エネエアコン
などによる電気代節約などもご提案してまいります。

　コジマネットにおいて、新たな決済「楽天Pay」をリリースし、楽
天会員様がコジマネットを利用し易い環境を整えるなど、今後も、
他モールとの連携を強化し、よ
り便利なサービスを提供する
ことにより、売上拡大を目指し
てまいります。

　環境変化に伴う法人様の新たなニーズや課
題解決に向けたきめ細かいご提案をすること
に加え、お見積書の即時発行からご注文まで
対応可能な「法人様専用WEBサイト」をご活
用いただくことで、法人様から必要とされる
コジマを目指してまいります。

インターネット通販 法人向け販売

　地域密着をモットーに、社員がお客
様宅にお伺いしお困り事を解決いたし
ます。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。

　ソフマップのノウハウを活かし、デ
ジタル商品の買取やアフターサポート
を充実させた「サービスサポートカウ
ンター」を43店舗設置し、お客様のお
困り事を解決し、
今後も更に拠点
拡大を進めてま
いります。

　店舗において、2019年10月に65歳
以上のお客様を対象として、新たなポ
イントカード「アクティブ65倶楽部」
を発行し、ポイントアップ特典を付与
するなど、サー
ビスを充実し
ました。

くらし応援便 サービスサポートカウンター アクティブ65倶楽部

巣ごもり需要　―家中で快適を―

新領域の開拓

［ 新店情報 ］�沖縄県豊見城市と群馬県高崎市の大型商業施設にオープン予定�！�

　消費税増税後の売上反動減を見据え、
家電の幅広い品揃えや専門性の向上に
加えて、トイズ、自転車、腕時計や酒類
など非家電の取扱いも進めてまいりま
した。2019年10月12日に「コジマ×
ビックカメラ 梶ヶ谷店」で腕時計の販
売を開始し、11月２日に「コジマ×
ビックカメラ 卸団地店」で酒類の販売
を開始するなど、来店頻度の向上と他
社との差別化につなげております。

取扱いアイテムの拡充

▲ 東北地区初となる酒類販売の開始（卸団地店）▲ 国内外のブランドを取り揃え（梶ヶ谷店）

コジマ×ビックカメラ 卸団地店
（2019年11月2日）

コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店
（2019年10月12日）追加導入店舗 追加導入店舗

腕時計 酒類

コジマ×ビックカメラ 志村店
（2019年9月14日）追加導入店舗

自転車 コジマ×ビックカメラ 葛飾店
(2020年2月29日）追加導入店舗

自転車


