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株主の皆様へ

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。

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

　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。
　2020年8月 期（2019年9月1日 ～2020年8月
31日）は、2020年3月以降、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のために、お客様と従業員の安
全確保を最優先に考え、従業員のマスク着用や手
洗い・消毒、レジ・カウンター等への飛沫感染防止
対策シート設置などの感染防止対策を継続して
実施しております。また、4月から5月の緊急事態
宣言下においては、14店舗での休業やほぼ全店
舗での営業時間短縮、店頭イベントの中止を実施
いたしました。
　このような状況の中、当社は、お客様の住まい
に近く、くらし関連の不可欠なサービスを提供し、

とに加え、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277.7％の72億21
百万円となりました。
　なお、当期においては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。
　また、経常利益は73億82百万円、当期純利益は
60億56百万円となり、いずれも計画を上回りまし
た。

　当社は2020年8月期の業績を勘案しまして、
当初の予想から2円増配し、1株当り12円の配当
とさせていただきます。

　今後もウィズコロナ時代の需要に対応してい
くとともに、変わりゆくお客様のニーズにいち早
く対応し、地域のお客様に愛される店舗作りに取
り組んでまいります。
　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。

地域のお客様の“必要”にお役に立てるよう、店舗
運営に取り組んでおります。

　2020年8月期の販売実績は、上半期では、非家
電商品の取り扱いや幅広い品ぞろえ、体験・体感
イベントの充実、売場の拡充や専門性の向上など、
当社がこれまで取り組んできた、お客様がご来店
するきっかけづくりの成果もあり、消費税増税後
の2019年10月以降において駆け込み需要の反
動減が抑えられました。下半期では、新型コロナ
ウイルスの影響で増加したテレワークや巣ごも
り需要、くらしの快適さを求める需要において、
これまでの取り組みに加えてお客様の変わりゆ
くニーズに対応できたことから、パソコンやテレ
ビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などが好調に推移し、
売上を伸ばすことができました。また、インター
ネット通販と法人向け販売の売上が大きく伸長
したことから、売上高は前年同期比107.5%、計
画比105.2％の2,882億16百万円となりました。
　利益面においては、プライベートブランド商品
の拡売に努めたことにより、粗利率が向上したこ

企業価値の向上を目指して

売上・利益ともに順調

期末配当を増配

今後の取り組み
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財務ハイライト
　2021年8月期の売上高は、前期に引き続きウィズコロナ時代の需要に
対応していくとともに、常に変化するお客様のニーズに合った商品・サー
ビスのご提案に努めることに加えて、ビックカメラグループの幅広い取り
扱い商品の強みを活かし、生活様式の変化に伴い需要が増加しているトイ
ズや自転車、お酒などの非家電商品の拡充にも取り組むことから、前期比
100.0％（前々期比107.5％）の2,883億円を目指してまいります。
　利益面では、「プライベートブランド商品」の更なる販売強化や経費のコ
ントロールに努めるものの、市場環境が徐々に戻ることを想定し、これま
で自粛していた広告宣伝や販促活動も状況を見ながら再開する計画とし
ているため、販管費が増加する見通しであります。加えて、株式会社ビック
カメラへの役務提供等に係る費用負担として、20億円を織り込んでいる
ことから、営業利益は50億円、経常利益は49億円を見込んでおります。

業績予想

株主の皆様へのお知らせ
第58期定時株主総会 決議ご通知　第58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。

記

　第58期期末配当金は、同封の
「配当金領収証」により、最寄りの
ゆうちょ銀行または郵便局の貯金
窓口において取扱期間内（2020
年11月19日 か ら2020年12月
30日まで）にお受け取りください。
　また、銀行預金口座へ振り込み
ご指定の株主のみなさまには、 
｢配当金計算書」及び「お振込先
について」を同封いたしましたの
で、ご確認ください。

報告事項 第58期（自2019年９月１日　至2020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　剰余金の処分の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、１株につき12円と決定いたしました。
 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
  本件は、原案どおり承認可決され、荒川忠士、紫藤竜二及び木村一義の３氏が再任され、新たに中澤裕二及び

久保田一史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 第３号議案　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、髙井章光氏が選任され、就任いたしました。なお、髙井章光氏は会社法第２条

第15号に定める社外取締役であります。
 第４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

配当金のお支払いについて

贈呈基準

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。

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。

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

※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

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。

株主メモ

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。

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について役員一覧
代表取締役社長
社長執行役員　 中 澤　 裕 二

代表取締役専務
専務執行役員 荒 川　 忠 士

取締役常務執行役員 紫 藤　 竜 二

取締役執行役員 久保田　一史

取締役 木 村　 一 義

取締役監査等委員 水 沼　 貞 夫

取締役監査等委員（社外） 相 澤　 光 江

取締役監査等委員（社外） 土 井　 充

取締役監査等委員（社外） 髙 井　 章 光

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　本年、9月1日に社長に就任し、11月18日開催の第58期定時株主総会にてご承認いただき代表取締役に就任いたしました中澤裕二です。
　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ますとともに、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、お客様・従業員を新型コロナウイルス感染症から守ることを最優先に、お客様のくらしにお役に立てるよう、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、皆様のご健勝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。
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　当社は、お客様と従業員の安全確保を最優先に考え、以下の
対策を実施しております。

店舗における対策

1  マスク着用
2  丁寧な手洗い・消毒
3  従業員の出退勤時の検温
4  店内消毒
5  レジ・カウンター等への
　 飛沫感染防止対策シート設置
6  ソーシャルディスタンスの確保

ウィズコロナ時代に対応

　家の中で過ごす時間が長くなったことにより、家族で楽しめるテ
レビやゲーム機、調理家電、電気代の節約になる省エネエアコンのほ
かテレワーク・オンライン授業に必要なパソコン・周辺機器などの需
要が増加しております。「くらし応援」企業として、お客様のくらしに
役立つ快適な商品・サービスのご提案を進めております。

新しい生活様式に向けたご提案

　コロナ禍で、店頭実演や体験・体感イベントの実施が困難な
状況下においても、当社の従業員が自ら商品の便利さ・快適さ
をお客様にご説明するための動画コンテンツを作成し、店頭で
配信しております。

動画コンテンツによる商品説明
　ビックカメラグループの専門性や、幅広い取り扱い商品の強
みを活かして、生活様式の変化に伴い需要が増加しているトイ
ズ、自転車、お酒などの非家電商品の取り扱い店舗を拡大して
おります。

取り扱いアイテムの拡充

新型コロナウイルス感染症への対策について

　オンラインを活用した採用活動や社員研修を実施し、従業員
の安全や健康面に配慮しながら、人材確保や社員教育に取り組
んでおります。
　また、コロナ禍においても優秀な人材の採用に努め、2020

年10月1日 に は、ビ ッ
クカメラグループのオ
ンライン内定式を開催
いたしました。

採用活動・社員研修等における対策

　商品の買取やアフターサービスを充実させた
「サービスサポートカウンター」と、社員が直接お客
様宅を訪問しお困りごとを解決する「コジマくらし
応援便」の連携を強化し、相乗効果の創出につなげ、
65歳以上を対象としたポイントカード「アクティブ
65倶楽部」の付加価値向上につなげてまいります。
　ご来店いただけないお客様に対しても、従業員が

「アクティブ65倶楽部」
ポイントカード

パソコン・周辺機器

調理家電

トイズ 自転車 お酒

テレビ・ゲーム機

エアコン・冷蔵庫・洗濯機

商品説明動画を店頭で配信

自治体や地元企業との連携強化

SHOP DATA
開店日
2020年11月21日（土）

住所
〒356-8525　埼玉県ふじみ野市福岡２丁目１-６

健康経営の推進

　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。

「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）」に認定
　子育て世代の従業員が安心して仕事に取り組み、
十分に能力を発揮できる環境の整備を推進していることが評価さ
れ、厚生労働大臣より「プラチナくるみん」の認定を取得しました。
　今後も、子育てサポートやワーク・ライフ・バランス支援などを
実施し、従業員一人ひとりが働きやすい環境作りを進めてまいり
ます。

「プラチナくるみん」認定を取得

◀ オンライン内定式

地域密着のサービスを強化

　ビックカメラグループの豊富な取り扱いアイテムを強みに、 販
売実績を着実に伸ばしています。また、今後予定しているＥＣシス
テムのリニューアルによって、自社サ
イト「コジマネット」にて、店舗との販
売施策連動などを実装し、お客様が
もっと便利になるサイト作りに努め
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
め細かいご提案を進めてまいります。また、お見積書の即時発行や
ご注文まで対応可能な「法人様専用WEBサイト」
に、延長保証や決済手段を拡充したことで、さら
に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

くらし応援便でご自宅にお伺いし、パソコンなどのデジタル商品のお困りごとをサポートするなど、今後さらに便利なサービスを拡大して
まいります。

　2020年6月に、新型コロナウイ
ルス感染症対策に取り組む地域の
医療機関や地域医療を支える医療
従事者を支援するため、株式会社
東邦銀行を通じて、銀行保証付私
募債「新型コロナ対策 福島応援債」
を発行いたしました。

「新型コロナ対策�福島応援債」
を発行

　2020年8月に、地域社会の
発展と県民サービスの更なる
向上に関する取り組みにおい
て、相互協力の下に推進する
ため、栃木県と「包括連携協
定」を締結いたしました。

栃木県と「包括連携協定」
を締結

今後の取り組み

　イオンタウンの中で最大級の
面積を誇る商業施設内に出店し、
ファミリー層を中心に、売上拡大
を目指します。

コジマ×ビックカメラ
イオンタウンふじみ野店

新店情報―埼玉県ふじみ野市の商業施設内にオープン！


