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財務ハイライト

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

証券コード：7513

BU S I N E S S  R E P O R T
第59期 中間報告書 2021年8月期第2四半期（2020.9.1-2021.2.28）

⃝ 「くらし応援」魅力ある店舗づくり
⃝ コジマネットでのお買い物をもっと便利に
⃝ 地域に密着した取り組みを拡充

代表取締役社長
中澤 裕二

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。
　この度の新型コロナウイルス感染症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、深く感謝申し上げます。
　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しながら、お客様の“必要”にお役に立てるよう、店舗運営やサービ
　スの推進に取り組んでおります。
　一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

　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（2020年9月1日～2021年2月28日）
につきましては、新型コロナウイルス感染症の急
速な拡大により、外出自粛やテレワークなど、生
活様式の変化が更に広がり、「ニューノーマル」が
浸透いたしました。それに伴い、当家電小売業界に
おきましては、「巣ごもり需要」や「テレワーク需要」
などの新たな需要が創出され拡大しております。
　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商品・サービスを
提供し、地域のお客様の“必要”にお役に立てるよ
う、店舗運営やサービスの推進に取り組んでまい
りました。

加価値商品の販売好調により、売上総利益率が向上
したことに加えて、固定費の削減や変動費の効率的
なコントロールにも努めたことから、営業利益は
51億14百万円(前期比304.3％、計画比300.9％)、
経常利益は52億21百万円(前期比289.5％、計画比
307.1％)、四半期純利益は35億13百万円(前期比
318.3％、計画比319.4％)となり、いずれも前年実
績、計画を大きく上回ることができました。

　当社は、本年4月に、株主の皆様への利益還元お
よび資本効率の向上、ならびに経営環境の変化に
対応した資本政策を遂行するため、発行済株式総
数の0.64％にあたる上限50万株、最大５億円の
自己株式の取得を実施いたしました。

　今後もウィズコロナへの対応を継続していく
とともに、お客様のニーズや価値観の変化にいち
早く気づき、素早く対応し、地域のお客様に愛さ
れる店舗づく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。

　当上半期の販売実績につきましては、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、品揃えの拡充や専門性の向上に加えて、生
活様式の変化に伴い需要が増加している自転車
やお酒、ゲームやおもちゃなどの非家電商品の取
り扱い店舗を拡大するなど、常にお客様のニーズ
に合った商品・サービスのご提案に取り組んでま
いりました。
　また、地方自治体や地元企業・地元クラブチー
ムとの連携強化にも努め、地域に密着したイベン
トを、ソーシャルディスタンスを確保しながら開
催するなど、お客様と全従業員の安全や健康面に
配慮しながら、取り組みを実施してまいりました。
　その結果、店舗、インターネット通販、法人向け販
売、全てのチャネルにおいて、「巣ごもり関連」や「テ
レワーク関連」、「自宅で快適に過ごす為」の商品等を
中心に販売が好調に推移したことから、売上高は
1,479億34百万円(前期比111.0%、計画比106.0％)
と前年実績、計画ともに上回ることができました。
　利益面におきましても、プライベートブランド
商品の拡売や、インターネット通販における高付

企業価値の向上を目指して 売上・利益ともに前年、計画を大きく上回る

自己株式の取得を実施

株主様限定クーポン

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。

贈呈基準
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。

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

未払配当金の支払い、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

　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、「健康経営優良法人2021

（大規模法人部門）」の認定を2回連続で受けま
した。また、それと合わせて、認定企業の上位
500法人に認定される「ホワイト500」にも初
めて認定されました。
　当社は、「3つの大切な預かりもの＝従業員・
お客様・商品」を掲げており、その中でも、従業
員の物心両面の満足度向上を最重視しており

ます。その満足度のベースは「健康」であり、そ
のためのサポートは会社の当然の責任と考え
ております。
　本年の取り組みとしてコロナ禍により外出
を自粛する状況においても、自宅でできる運
動などを紹介し、新しい生活様式に対応した
健康づくりの提案を行いました。今後も従業
員とその家族の健康を支える取り組みを強化
してまいります。

健康経営優良法人2021（ホワイト500）に認定

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。

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。株主優待情報

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

N E W S
&

T O P I C S

今後の取り組み

※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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でのお買い物をもっと便利に 〜インターネット通販サイト「コジマネット」がリニューアル〜

　コロナ禍による需要の変化に対応し、お客様のご要望の多い
商品の取り扱いを拡充。自転車やおもちゃ、お酒など非家電商
品の充実を図っています。

　65歳以上のお客
様を対象とした「アク
ティブ65倶楽部」の
会員特典に偶数月
の来店特典を追加い
たしました。「くらし応
援便」や「サービスサポートカウンター」の導入店舗も拡大し、サービス
向上に努めています。

取り扱い商品の拡大・充実 サービスサポート体制の強化

コジマ×ビックカメラ 山口宇部空港店
コジマ×ビックカメラ 真岡店

2021年1月30日　リニューアルオープン

コジマ×ビックカメラ 足利店
2021年2月20日　リニューアルオープン

▶コジマ×ビックカメラ改装  

コジマ×ビックカメラ ワンズモール稲毛店
2021年3月6日より　取り扱い開始

コジマ×ビックカメラ イオンタウン茨木太田店
2021年3月27日　オープン

▶自転車 新規導入  

コジマ×ビックカメラ 大東店
2020年10月17日より　取り扱い開始

コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店
2021年5月より　取り扱い開始予定

▶お酒 新規導入  

　2021年夏にリニューアルオープンするイオンモール新利府 北
館への出店に先駆け、2021年3月5日にオープンしたイオンモー
ル新利府 南館の3階に、「コ
ジマ×ビックカメラ イベント
ストア」をひと足早くオープ
ン。「おうち家電コーナー」
や、ビックカメラグループオ
リジナルの商品を取り揃えた

「プライベートブランドコー
ナー」など、厳選した商品を
ご提案いたします。

品揃えを厳選し、商品の選びやすさを追求

「コジマ×ビックカメラ 
イオンモール新利府南館店」を
イベントストアとして期間限定オープン ！

大阪府茨木市のイオンタウンに
「コジマ×ビックカメラ イオンタウン
茨木太田店」をオープン ！

　旧コジマ×ビックカメラ茨木
店の品揃えと生活提案を更に
強化し、取り扱いのなかった自
転車を新規に導入。お客様のご
要望にスムーズに対応するため
の「くらしの相談窓口」を設置す
るなど、地域のお客様の要望に
お応えする品揃えとサービスを
ご用意し、最高のおもてなしで
お客様をお迎えすることを目指
してまいります。

お客様のご要望にお応えする地域密着サービスを提供

開店日 2021年３月５日（金）
住　所 〒981-0114　宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1
 イオンモール新利府 南館 ３階

開店日 2021年3月27日（土）
住　所 〒567-0014　大阪府茨木市城の前町2-1
 イオンタウン茨木太田 ２階

　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。この春システムをリニューアルし、店舗との販売施策の連動などが可能となり、
より使い勝手の良いサイトへと進化いたしました。

「くらし応援」魅力ある店舗づくり 地域に密着した取り組みを拡充

今後の取り組み　

栃木ゴールデンブレーブス×コジマ野球教室を実施
川﨑宗則選手も
スペシャルゲストとして参加

　地域密着の取り組みとして、当社が
スポンサーとして応援する「栃木ゴール
デンブレーブス」と野球教室を開催いた
しました。抽選で選ばれた県内の少年
野球４チーム55名の子供たちが、アメ
リカ大リーグでも活躍された川﨑宗則
選手を始め6人の選手による直接指導
を受け、歓声と笑顔あふれる教室となり

ました。
　今後もスポンサーとして支援
するスポーツチームなどと連携
し、地域に喜ばれる取り組みを
実施してまいります。

地域情報の発信
　福島県と連携し、ふくしまの魅力を動画と
パネルで紹介するコーナーをコジマ×ビック
カメラ福島店に設置。店舗にご来店されるお
客様に各市町村の魅力を発信します。地域と
の連携は今後も引き続き強化してまいります。

自治体と連携したイベントの開催

　包括連携協定を結んでいる栃木県
と連携し、コジマ×ビックカメラ大東
店とコジマ×ビックカメラ宇都宮本店
で「栃木県物産展」を開催。栃木県外
における県産品や観光地のPR、地元
栃木の皆様にも栃木県の魅力を再発
信するイベントとなりました。

▲ コジマ×ビックカメラ大東店でのイベント風景

▲ コジマ×ビックカメラ宇都宮
本店でのイベント風景

新しい生活様式に合わせたご提案

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、在宅時間を快適に過ごすためにエ
アコンや有機ELテレビなどの大型家電
の需要が高まりました。
　このような動きは今後も継続すると見
込んでいます。当社は、それぞれのお客
様のニーズに合った商品をご提案します。

お客様のくらしを応援します

　新料金プランが各社で始まった携帯
電話は、当社の専門の販売員が機種説
明だけではなく、各プランについても分
かりやすくご説明します。お子様からシ
ニアの方まで、最適な1台と料金プラン
をご提案します。

新料金プランも
丁寧にご説明します

法人様向け営業の充実

　お客様によって異なるニーズにしっかりとお
応えし、課題解決に向けてきめ細かい対応を
行っています。引き続きお客様の要望に合わ
せたご提案を専門の担当者がスピーディーに
行ってまいります。

きめ細かな対応で
ビジネスをサポート　


