
株主の皆さまへ
株主の皆さまには、格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループは、更なる企業の成
長と発展を目指すべく、2019年度を
構造改革「仕上げの年」として、昨
年度より取り組んでいる4つの分野
での構造改革を推進してまいりまし
た。当連結会計年度の主な取組内容
および成果といたしましては、以下の
とおりです。�

①「事業構造改革」では、戦略分野であるリフォーム事業で昨年
度実施した子会社との統合効果の拡大を図るべく取り組んでま
いりました。
また、2018年4月にリニューアルオープンしたホームセンター千
葉店につきましては、課題分析を行い、今後の店舗運営策の再構
築に取り組んでおります。同様に2018年3月に出店した新規業
態店舗（プロショップ、ペット専門店）につきましても、次なる展
開に取り組んでおります。
②「マーチャンダイジング構造改革」では、取引形態・ルートや個
別商品の見直しといったMDプロセス改革を継続的に実施し、
お客様起点の商品力の強化を推進してまいりました。
また、2018年8月には瑞穂店で、5店舗のテナント導入に合わ
せて、当社売場（照明・メガネ・ウォッチ）のゾーニングを変更
いたしました。
さらに、Tポイント等を活用したチラシ販促の効率化、WEBチ
ラシ等提供方法の見直しを実施し、効果的なマーケティング施
策も推進しております。
③「組織構造改革」では、営業力強化のため、期初に営業本部の
機能から仕入機能を分離し、商品本部を新設する等、組織機能
や責任範囲の明確化により、進行中の構造改革のスピードアップ
と予算執行管理力の強化を図ってまいりました。
店舗では、横断的な売場づくりを行い、ガーデン館の商品を
ホームセンター生活館や資材館でも販売するなどの取り組みを
行っております。

④「経費構造改革」では、グループ全体の最適化を図るため、店舗
管理業務の簡素化、効率化、集中化を推進し、一部子会社の管理
部門を本社に統合・集約しました。
また、セミセルフレジを12店舗に導入し、前期末までに導入した
3店舗と併せて、ホームセンター全店舗での導入を完了しました。

これらの施策に取り組んでまいりましたが、2019年度の売上高
は、前連結会計年度に比べ4億49百万円減少し、1,482億26百万円
（前連結会計年度比0.3％減）となりました。一方で、営業利益は、
前連結会計年度に比べ4億18百万円増加し、84億0百万円（同比
5.2％増）、経常利益は、前連結会計年度に比べ9億51百万円増加
し、97億51百万円（同比10.8％増）となりました。
しかしながら、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失と
してホームセンター千葉店に関連する減損損失24億73百万円を計
上したことなどから、前連結会計年度に比べ12億9百万円減少し、
43億84百万円（同比21.6％減）となりました。

【2020年度の業績予想について】
2020年度、当社グループは主力事業であるホームセンター事業
において、「現場第一」を基本として、お客様の関心を売場のテーマ
とした店づくり・売場づくりに取り組んでまいります。また、既存店
舗では全店標準化とエリア毎個別化の両立を図り、お客様にとっ
て魅力ある店づくりを実現してまいります。
2020年6月期連結業績につきましては、2019年8月2日に公表
しておりますとおり、売上高1,487億40百万円（前連結会計年度比
0.3％増）、営業利益91億25百万円（同比8.6％増）、経常利益100
億10百万円（同比2.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益63
億75百万円（同比45.4％増）と見込んでおります。計画の必達に
向け全社一丸となって取り組んでまいります。
株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜
りますよう、お願い申し上げます。

細谷 武俊代表取締役
社長執行役員
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本田屋 千葉都町店 THE GLOBE ANTIQUES 三宿店 THE GLOBE イオンモールつくば店 Pet’s CLOVER 東大宮店 ジョイフル本田リフォーム つくばショールーム オレンジセオリーフィットネス 本八幡

Topics

●セミセルフレジ全店導入　●レジ集約化　●新検品システムの導入

ITシステム投資の積極化

●営業時間の延長　●JOYFUL HONDA ｍag（ジョイフル本田マガジン）の刷新

お客様の利便性の向上

●「のりあいタクシー土浦」ジョイフル本田便　●スポーツ振興

CSR（環境・地域・社会への貢献）

■ セミセルフレジ全店導入完了 ■ モバイル検品の導入
レジ廻りの効率性アップ
のため、セミセルフレジ
をホームセンター全15店
舗に導入しました。今期
はさらなる効率化のため、
レジ台数の削減と集約化
を進めてまいります。

バックヤード作業の効率
化のため、2019年8月か
ら、一部の店舗でスマー
トフォンを利用したモバ
イル検品を導入しました。
検 品 作 業 の 軽 減、ペ ー
パーレス化、仕入の計上
まで行え、さらなる効率
化を進めてまいります。

当社は、2019年9月28日より開催される「いきいき茨
城ゆめ国体2019」「いきいき茨城ゆめ大会2019」に協
賛しております。スポーツを通した地域の発展、活性化
に貢献してまいります。

■  職人さんの現場を支える 
プロ向けショップ

■  コアなファンにも応えるこだわりのアンティーク家具・雑貨ショップ ■  大切なペットとのトータルライフ 
サポートショップ

■  理想の住まいづくりをサポートする 
リフォームのショールーム

■  米国フロリダ州発祥の人気の 
フィットネスクラブ

■ 単独専門店も積極的に展開中!!

■ 営業時間延長 ■ ジョイフル本田を満喫するためのナビゲートマガジンJOYFUL HONDA ｍagの刷新

■  「のりあいタクシー土浦」を利用し、店舗への送迎サービスを開始 ■  「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」
国体パートナー

JOYFUL HONDA mag
（ジョイフル本田マガジン）
を2019年7月より刷新しま
した。WEBや折込みチラ
シ、SNSやLINE配信など
各種販促媒体を売場と連
動させ、「ジョイフル本田
の価値観や強み」をより
分かり易くお伝えしてまい
ります。

お客様の利便性向上のため、ホームセンター（資
材館・生活館）の閉店時刻を30分間延長し、20
時までの営業としております。

https://www.ibarakikokutai2019.jp/
※「いきいき茨城ゆめ国体2019」ホームページ

千葉ニュータウン店
所在地：〒270-1331千葉県印西市西牧の原2-1
駐車台数：3,460台
取扱商品点数：約40万点
敷地面積：約168,000㎡（東京ドーム3.6個分）
＊東京ドーム面積46,755㎡で計算　＊全長約730m×奥行約230m

＜before＞

＜after＞

新着情報

【ジョイフルアスレティッククラブ土浦】
2019年7月　グランドオープン!!　

荒川沖店（茨城県土浦市）にて、土浦市在住の65歳以上の「のりあいタ
クシー土浦」会員様を対象に店舗への送迎サービスを開始しました。「買
物に行く手段がない」「費用負担を少
なく買い物をしたい」などのお悩み
やご要望にお応えします。今後は他
の店舗においても同様のサービスの
展開を検討してまいります。

A
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ファミリーレストラン
（テナント）

カジュアル衣料
（テナント）

映画館
（テナント）

生活館

JAPAN  MEAT
（テナント）

EV充電器

フードコート
（テナント）

F
増改築専門館

［株式会社ジョイフル本田リフォーム］

D
ペットセンター

［株式会社 ジョイフル本田］
回転寿司

（テナント） コインランドリー

カフェベーカリー
（テナント） I

セルフガソリンスタンド
［株式会社 ジョイフル本田］

G
外構工事専門館

［株式会社ジョイフル本田リフォーム］ H
車検・タイヤセンター

［株式会社ジョイフル車検・
タイヤセンター］

庭木庭園センター

精米所

C
ガーデンセンター

［株式会社 ジョイフル本田］

E
JOYFUL-2

“描く”と“作る”の専門店
［株式会社ホンダ産業］

J
スポーツクラブ

［株式会社ジョイフルアスレティッククラブ］

資材館

A

B

地域のお客様の暮らしに豊かさを。
「ジョイフル本田グループ5社」の総合力が規格外。

ジョイフル本田グループは、「ジョイフル本田」「ジョイフル本田リフォーム」
「ホンダ産業」「ジョイフルアスレティッククラブ」「ジョイフル車検・タイヤセンター」
の5つの企業で構成されています。
異なる専門性の企業が連携することによって、
ひとつの敷地で多様なニーズに応える独自の店舗展開をしています。

生活館
【㈱ジョイフル本田】

資材館
【㈱ジョイフル本田】

ガーデンセンター
【㈱ジョイフル本田】

ペットセンター
【㈱ジョイフル本田】

JOYFUL-2
【㈱ホンダ産業】
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外構工事専門館
【㈱ジョイフル本田リフォーム】

車検・タイヤセンター
【株式会社　ジョイフル車
検・タイヤセンター】

車検・タイヤセンター
【 ㈱ジョイフル車検・タイヤ

センター】
セルフガソリンスタンド
【㈱ジョイフル本田】

スポーツクラブ
【 ㈱ジョイフルアスレティック

クラブ】
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▌連結貸借対照表（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期
2018. 6.20現在

2019年 6月期
2019. 6.20現在

資産の部
流動資産　 40,380 53,068
　現金及び預金 19,938 32,488
　売掛金 2,535 2,473
　たな卸資産 16,315 16,478
　その他 1,591 1,629
固定資産 111,806 108,670
資産合計 152,187 161,739

負債の部
流動負債 19,015 22,350
　買掛金 7,460 8,140
　その他 11,555 14,210
固定負債 29,430 34,255
負債合計 48,445 56,606

純資産の部
資本金 12,000 12,000
純資産合計 103,741 105,132
負債純資産合計 152,187 161,739

連結決算の状況
Financial Statements

株主の皆さまへ
株主の皆さまには、格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループは、更なる企業の成

長と発展を目指すべく、2019年度を
構造改革「仕上げの年」として、昨
年度より取り組んでいる4つの分野
での構造改革を推進してまいりまし
た。当連結会計年度の主な取組内容
および成果といたしましては、以下の
とおりです。 

①「事業構造改革」では、戦略分野であるリフォーム事業で昨年
度実施した子会社との統合効果の拡大を図るべく取り組んでま
いりました。

また、2018年4月にリニューアルオープンしたホームセンター千
葉店につきましては、課題分析を行い、今後の店舗運営策の再構
築に取り組んでおります。同様に2018年3月に出店した新規業
態店舗（プロショップ、ペット専門店）につきましても、次なる展
開に取り組んでおります。

②「マーチャンダイジング構造改革」では、取引形態・ルートや個
別商品の見直しといったMDプロセス改革を継続的に実施し、
お客様起点の商品力の強化を推進してまいりました。

また、2018年8月には瑞穂店で、5店舗のテナント導入に合わ
せて、当社売場（照明・メガネ・ウォッチ）のゾーニングを変更
いたしました。

さらに、Tポイント等を活用したチラシ販促の効率化、WEBチ
ラシ等提供方法の見直しを実施し、効果的なマーケティング施
策も推進しております。

③「組織構造改革」では、営業力強化のため、期初に営業本部の
機能から仕入機能を分離し、商品本部を新設する等、組織機能
や責任範囲の明確化により、進行中の構造改革のスピードアップ
と予算執行管理力の強化を図ってまいりました。

店舗では、横断的な売場づくりを行い、ガーデン館の商品を
ホームセンター生活館や資材館でも販売するなどの取り組みを
行っております。

④「経費構造改革」では、グループ全体の最適化を図るため、店舗
管理業務の簡素化、効率化、集中化を推進し、一部子会社の管理
部門を本社に統合・集約しました。

また、セミセルフレジを12店舗に導入し、前期末までに導入した
3店舗と併せて、ホームセンター全店舗での導入を完了しました。

これらの施策に取り組んでまいりましたが、2019年度の売上高
は、前連結会計年度に比べ4億49百万円減少し、1,482億26百万円

（前連結会計年度比0.3％減）となりました。一方で、営業利益は、
前連結会計年度に比べ4億18百万円増加し、84億0百万円（同比
5.2％増）、経常利益は、前連結会計年度に比べ9億51百万円増加
し、97億51百万円（同比10.8％増）となりました。

しかしながら、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失と
してホームセンター千葉店に関連する減損損失24億73百万円を計
上したことなどから、前連結会計年度に比べ12億9百万円減少し、
43億84百万円（同比21.6％減）となりました。

【2020年度の業績予想について】
2020年度、当社グループは主力事業であるホームセンター事業

において、「現場第一」を基本として、お客様の関心を売場のテーマ
とした店づくり・売場づくりに取り組んでまいります。また、既存店
舗では全店標準化とエリア毎個別化の両立を図り、お客様にとっ
て魅力ある店づくりを実現してまいります。

2020年6月期連結業績につきましては、2019年8月2日に公表
しておりますとおり、売上高1,487億40百万円（前連結会計年度比
0.3％増）、営業利益91億25百万円（同比8.6％増）、経常利益100
億10百万円（同比2.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益63
億75百万円（同比45.4％増）と見込んでおります。計画の必達に
向け全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜
りますよう、お願い申し上げます。

細谷 武俊代表取締役
社長執行役員

商　号 株式会社ジョイフル本田 
本　社 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
設　立 1975年12月15日
資本金 120億円
従業員数 (連結) 4,892名（うち正社員2,309名）

会社概要

配当について

取締役及び監査役 （2019年9月19日現在、株主総会終結時点）

発行可能株式総数 400,000,000株
発行済株式総数 103,225,760株
株主数 11,940名

▌株式状況

（2019年6月20日現在、別途記載のない限り）
会社情報
Corporate Data

個人・その他
27.70%

外国人
3.91%

金融機関
23.51%

その他国内法人
11.98%

証券会社
0.38%

自己名義株式
32.52%

▌所有者別株式分布（株式数比率）

5万株以上
0.10%

5千株以上
0.49%

５百株以上
4.20%

1百株未満
0.78%

10万株以上
0.81%

1百株以上
85.17%

1万株以上
0.57%

1千株以上
7.87%

自己名義株式
0.01%

▌所有数別株式分布（株主数比率）

代表取締役 
社長執行役員 細谷　武俊

取締役 専務執行役員 
管理本部長 平山　育夫

取締役 本田　理
取締役（社外取締役） 釘崎　広光
取締役（社外取締役） 榎本　知佐
取締役（社外取締役） 諸江　幸祐

常勤監査役 鶴岡　義宣
常勤監査役（社外監査役） 岡田　周悟
監査役（社外監査役） 秋山　正明
監査役（社外監査役） 小林　保弘
監査役（社外監査役） 広瀬　史乃
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▌連結決算ハイライト
（単位:百万円）売上高

■■…第2四半期　■■…通期
（単位:百万円）営業利益

■■…第2四半期　■■…通期

2016年
6月期

2017年
6月期

158,737158,737

2018年
6月期

154,934154,934 148,676148,676

2019年
6月期

148,226148,226

79,96379,963 77,14477,144 74,69574,695 74,89274,892

2016年
6月期

2017年
6月期

7,7067,706

2018年
6月期

7,9817,9817,3957,395

2019年
6月期

8,4008,400

4,2234,223 4,1634,1633,5343,534 4,1904,190

2016年
6月期

2017年
6月期

8,9468,946

2018年
6月期

8,8008,8008,0218,021

2019年
6月期

9,7519,751

4,9134,913 4,4564,4564,2044,204 4,8634,863

（単位:百万円）経常利益
■■…第2四半期　■■…通期

（単位:百万円）親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益
■■…第2四半期　■■…通期

（単位:百万円）総資産/純資産
■■…総資産
■■…純資産　

（単位:円）1株当たり当期（四半期）純利益
■■…第2四半期　■■…通期

2016年
6月期

2017年
6月期

5,4535,453

2018年
6月期

5,5945,5946,1306,130

2019年
6月期

4,3844,384

3,2113,211 2,7882,7882,7622,762
1,5041,504

2016年
6月期

182,902182,902
154,045154,045

2018年
6月期

152,187152,187

103,741103,741

2017年
6月期

199,413199,413

157,536157,536

2019年
6月期

161,739161,739

105,132105,132

2016年
6月期

2017年
6月期

52.8352.83

2018年
6月期

76.8576.85
60.0160.01

2019年
6月期

63.3463.34

31.1031.10 36.5236.5226.9526.95 21.7421.74

注： 当社は、2018年6月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株
式分割を行っております。これに伴い、2016年6月期連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期

（四半期）純利益を算定しております。

・ 当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり12円50銭として
おります。これにより年間配当金は、中間配当金12円50銭と合わせて、
1株当たり25円となります。

　 次期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり13円、期末配当金
を1株当たり13円とし、年間配当金は、1株当たり26円を予定しており
ます。

15.5

2016年6月期

■（期末）、■（中間）…配当金額（単位：円）　
●…連結配当性向（単位：%）

株式分割（2018年6月21日効力発生）
分割調整後の株式数ベースで記載

2017年6月期

29.329.3

2018年6月期

16

26.626.6

2019年6月期 2020年6月期
（予定）

12

12

29.829.8

12.5

12.5

39.739.7

13

13

28.428.4

▌連結損益計算書（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期

2017. 6.21〜2018. 6.20
2019年 6月期

2018. 6.21〜2019. 6.20
売上高 148,676 148,226
売上原価 108,186 107,048
売上総利益 40,489 41,178
営業収入 4,781 4,905
営業総利益 45,270 46,083
販売費及び一般管理費 37,288 37,683
営業利益 7,981 8,400
経常利益 8,800 9,751
税金等調整前当期純利益 8,127 6,711
法人税等合計 2,532 2,326
親会社株主に帰属する当期純利益 5,594 4,384

▌連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期

2017. 6.21〜2018. 6.20
2019年 6月期

2018. 6.21〜2019. 6.20
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,456 12,325
投資活動によるキャッシュ・フロー 4,097 △5,268
財務活動によるキャッシュ・フロー △51,897 3,996
現金及び現金同等物の期末残高 16,405 27,458

株主優待制度のご案内
株主優待制度の概要

毎年6月20日現在の株主名簿に記載された当社株式
1単元（100株）以上を保有されている株主様を対象
といたします。

1. 対象となる株主様

保有株式数に応じて、当社店舗でご利用いただける
当社商品券を贈呈いたします。

ご希望の株主様には、贈呈した当社商品券と引き換えで、茨城県産米と交換いた
します。
交換方法に関しましては、当社ホームページ（下記のURL）にてご確認いただきま
すようお願いいたします。
http://www.joyfulhonda.info/category/incentives/

2. 株主優待の内容

■ その他の事業 16億54百万円 スポーツクラブの運営 16億54百万円（1.1％）

▌商品部門別売上高　（　）内は売上高構成比

「
住
ま
い
」に
関
す
る
分
野

住宅資材・DIY 205億67百万円 （13.9％）

住宅インテリア 80億11百万円（5.4％）

ガーデンライフ 75億86百万円（5.1％）

アグリライフ 83億 2百万円（5.6％）

リフォーム 177億50百万円（12.0％）

「
生
活
」に
関
す
る
分
野

生活雑貨 508億80百万円 （34.3％）

ガソリン・灯油 136億14百万円（9.2％）

ペット 93億39百万円（6.3％）
アート・クラフト、
ホームセンター周辺部門 84億60百万円（5.7％）

車検・整備、タイヤ 13億74百万円（0.9％）

その他 6億83百万円（0.5％）

■ ホームセンター事業 1,465億71百万円

※ 2019年6月期の連結配当性向は、ホームセンター千葉店に関する減損損失24億73百万円を
計上したことなどから、当期純利益が減少し上昇したものです。

茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号　
http://www.joyfulhonda.com/

毎年9月下旬の発送を予定しています。3. 贈呈時期

保有株式数 優待内容
2019年6月20日時点株主 商品券 茨城県産米

100株以上400株未満 2,000円券分
（500円券×4枚）

2,000円券分の商品券と
引き換えで２㎏

400株以上2,000株未満 4,000円券分
（500円券×8枚）

4,000円券分の商品券と
引き換えで5㎏

2,000株以上4,000株未満 8,000円券分
（500円券×16枚）

8,000円券分の商品券と
引き換えで10㎏

4,000株以上 16,000円券分
（500円券×32枚）

16,000円券分の商品券と
引き換えで20㎏

株主メモ
事業年度 毎年6月21日から翌年6月20日まで

基準日
定時株主総会　毎年6月20日
期末配当　　毎年6月20日
中間配当　　毎年12月20日

定時株主総会 毎年9月開催
1単元の株式数 100株
株主名簿管理人
(特別口座の口座管理機関)

東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社

同連絡先・郵送先
〒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

 0120-288-324（平日9：00～17：00）

公告方法
電子公告により当社ホームページ
http://www.joyfulhonda.com/ に掲載いたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をす
ることが出来ない場合は、日本経済新聞に記載いたします。

上場金融商品取引所 東京証券取引所（市場第一部）

● 特別口座に記録されている株主様
お手続き・ご照会の内容 お問い合わせ先

単元未満株式の買取請求

みずほ信託銀行株式会社
証券代行部

 0120-288-324

届出住所・姓名等の変更
配当金の受領方法の指定
証券会社の口座への振替申請
郵便物等の発送・返戻
支払期日経過後の配当金
株式事務に関する一般的なご質問

● 証券会社でお取引をされている株主様
お手続き・ご照会の内容 お問い合わせ先

単元未満株式の買取請求
口座を開設されている証券会社届出住所・姓名等の変更

配当金の受領方法の指定
郵便物等の発送・返戻 みずほ信託銀行株式会社

証券代行部
 0120-288-324

支払期日経過後の配当金
株式事務に関する一般的なご質問

▌株式に関するお手続きについて

010_0279901301909.indd   1-3 2019/08/28   13:07:20



▌連結貸借対照表（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期
2018. 6.20現在

2019年 6月期
2019. 6.20現在

資産の部
流動資産　 40,380 53,068
　現金及び預金 19,938 32,488
　売掛金 2,535 2,473
　たな卸資産 16,315 16,478
　その他 1,591 1,629
固定資産 111,806 108,670
資産合計 152,187 161,739

負債の部
流動負債 19,015 22,350
　買掛金 7,460 8,140
　その他 11,555 14,210
固定負債 29,430 34,255
負債合計 48,445 56,606

純資産の部
資本金 12,000 12,000
純資産合計 103,741 105,132
負債純資産合計 152,187 161,739

連結決算の状況
Financial Statements

株主の皆さまへ
株主の皆さまには、格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループは、更なる企業の成

長と発展を目指すべく、2019年度を
構造改革「仕上げの年」として、昨
年度より取り組んでいる4つの分野
での構造改革を推進してまいりまし
た。当連結会計年度の主な取組内容
および成果といたしましては、以下の
とおりです。 

①「事業構造改革」では、戦略分野であるリフォーム事業で昨年
度実施した子会社との統合効果の拡大を図るべく取り組んでま
いりました。

また、2018年4月にリニューアルオープンしたホームセンター千
葉店につきましては、課題分析を行い、今後の店舗運営策の再構
築に取り組んでおります。同様に2018年3月に出店した新規業
態店舗（プロショップ、ペット専門店）につきましても、次なる展
開に取り組んでおります。

②「マーチャンダイジング構造改革」では、取引形態・ルートや個
別商品の見直しといったMDプロセス改革を継続的に実施し、
お客様起点の商品力の強化を推進してまいりました。

また、2018年8月には瑞穂店で、5店舗のテナント導入に合わ
せて、当社売場（照明・メガネ・ウォッチ）のゾーニングを変更
いたしました。

さらに、Tポイント等を活用したチラシ販促の効率化、WEBチ
ラシ等提供方法の見直しを実施し、効果的なマーケティング施
策も推進しております。

③「組織構造改革」では、営業力強化のため、期初に営業本部の
機能から仕入機能を分離し、商品本部を新設する等、組織機能
や責任範囲の明確化により、進行中の構造改革のスピードアップ
と予算執行管理力の強化を図ってまいりました。

店舗では、横断的な売場づくりを行い、ガーデン館の商品を
ホームセンター生活館や資材館でも販売するなどの取り組みを
行っております。

④「経費構造改革」では、グループ全体の最適化を図るため、店舗
管理業務の簡素化、効率化、集中化を推進し、一部子会社の管理
部門を本社に統合・集約しました。

また、セミセルフレジを12店舗に導入し、前期末までに導入した
3店舗と併せて、ホームセンター全店舗での導入を完了しました。

これらの施策に取り組んでまいりましたが、2019年度の売上高
は、前連結会計年度に比べ4億49百万円減少し、1,482億26百万円

（前連結会計年度比0.3％減）となりました。一方で、営業利益は、
前連結会計年度に比べ4億18百万円増加し、84億0百万円（同比
5.2％増）、経常利益は、前連結会計年度に比べ9億51百万円増加
し、97億51百万円（同比10.8％増）となりました。

しかしながら、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失と
してホームセンター千葉店に関連する減損損失24億73百万円を計
上したことなどから、前連結会計年度に比べ12億9百万円減少し、
43億84百万円（同比21.6％減）となりました。

【2020年度の業績予想について】
2020年度、当社グループは主力事業であるホームセンター事業

において、「現場第一」を基本として、お客様の関心を売場のテーマ
とした店づくり・売場づくりに取り組んでまいります。また、既存店
舗では全店標準化とエリア毎個別化の両立を図り、お客様にとっ
て魅力ある店づくりを実現してまいります。

2020年6月期連結業績につきましては、2019年8月2日に公表
しておりますとおり、売上高1,487億40百万円（前連結会計年度比
0.3％増）、営業利益91億25百万円（同比8.6％増）、経常利益100
億10百万円（同比2.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益63
億75百万円（同比45.4％増）と見込んでおります。計画の必達に
向け全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜
りますよう、お願い申し上げます。

細谷 武俊代表取締役
社長執行役員

商　号 株式会社ジョイフル本田 
本　社 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
設　立 1975年12月15日
資本金 120億円
従業員数 (連結) 4,892名（うち正社員2,309名）

会社概要

配当について

取締役及び監査役 （2019年9月19日現在、株主総会終結時点）

発行可能株式総数 400,000,000株
発行済株式総数 103,225,760株
株主数 11,940名

▌株式状況

（2019年6月20日現在、別途記載のない限り）
会社情報
Corporate Data
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▌所有者別株式分布（株式数比率）
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▌所有数別株式分布（株主数比率）

代表取締役 
社長執行役員 細谷　武俊

取締役 専務執行役員 
管理本部長 平山　育夫

取締役 本田　理
取締役（社外取締役） 釘崎　広光
取締役（社外取締役） 榎本　知佐
取締役（社外取締役） 諸江　幸祐

常勤監査役 鶴岡　義宣
常勤監査役（社外監査役） 岡田　周悟
監査役（社外監査役） 秋山　正明
監査役（社外監査役） 小林　保弘
監査役（社外監査役） 広瀬　史乃
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▌連結決算ハイライト
（単位:百万円）売上高

■■…第2四半期　■■…通期
（単位:百万円）営業利益

■■…第2四半期　■■…通期

2016年
6月期

2017年
6月期

158,737158,737

2018年
6月期

154,934154,934 148,676148,676

2019年
6月期

148,226148,226

79,96379,963 77,14477,144 74,69574,695 74,89274,892

2016年
6月期

2017年
6月期

7,7067,706

2018年
6月期

7,9817,9817,3957,395

2019年
6月期

8,4008,400

4,2234,223 4,1634,1633,5343,534 4,1904,190

2016年
6月期

2017年
6月期

8,9468,946

2018年
6月期

8,8008,8008,0218,021

2019年
6月期

9,7519,751

4,9134,913 4,4564,4564,2044,204 4,8634,863

（単位:百万円）経常利益
■■…第2四半期　■■…通期

（単位:百万円）親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益
■■…第2四半期　■■…通期

（単位:百万円）総資産/純資産
■■…総資産
■■…純資産　

（単位:円）1株当たり当期（四半期）純利益
■■…第2四半期　■■…通期

2016年
6月期

2017年
6月期

5,4535,453

2018年
6月期

5,5945,5946,1306,130

2019年
6月期

4,3844,384

3,2113,211 2,7882,7882,7622,762
1,5041,504

2016年
6月期

182,902182,902
154,045154,045

2018年
6月期

152,187152,187

103,741103,741

2017年
6月期

199,413199,413

157,536157,536

2019年
6月期

161,739161,739

105,132105,132

2016年
6月期

2017年
6月期

52.8352.83

2018年
6月期

76.8576.85
60.0160.01

2019年
6月期

63.3463.34

31.1031.10 36.5236.5226.9526.95 21.7421.74

注： 当社は、2018年6月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株
式分割を行っております。これに伴い、2016年6月期連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期

（四半期）純利益を算定しております。

・ 当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり12円50銭として
おります。これにより年間配当金は、中間配当金12円50銭と合わせて、
1株当たり25円となります。

　 次期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり13円、期末配当金
を1株当たり13円とし、年間配当金は、1株当たり26円を予定しており
ます。

15.5

2016年6月期

■（期末）、■（中間）…配当金額（単位：円）　
●…連結配当性向（単位：%）

株式分割（2018年6月21日効力発生）
分割調整後の株式数ベースで記載

2017年6月期

29.329.3

2018年6月期

16

26.626.6

2019年6月期 2020年6月期
（予定）

12

12

29.829.8

12.5

12.5

39.739.7

13

13

28.428.4

▌連結損益計算書（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期

2017. 6.21〜2018. 6.20
2019年 6月期

2018. 6.21〜2019. 6.20
売上高 148,676 148,226
売上原価 108,186 107,048
売上総利益 40,489 41,178
営業収入 4,781 4,905
営業総利益 45,270 46,083
販売費及び一般管理費 37,288 37,683
営業利益 7,981 8,400
経常利益 8,800 9,751
税金等調整前当期純利益 8,127 6,711
法人税等合計 2,532 2,326
親会社株主に帰属する当期純利益 5,594 4,384

▌連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位:百万円）
2018年 6月期

2017. 6.21〜2018. 6.20
2019年 6月期

2018. 6.21〜2019. 6.20
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,456 12,325
投資活動によるキャッシュ・フロー 4,097 △5,268
財務活動によるキャッシュ・フロー △51,897 3,996
現金及び現金同等物の期末残高 16,405 27,458

株主優待制度のご案内
株主優待制度の概要

毎年6月20日現在の株主名簿に記載された当社株式
1単元（100株）以上を保有されている株主様を対象
といたします。

1. 対象となる株主様

保有株式数に応じて、当社店舗でご利用いただける
当社商品券を贈呈いたします。

ご希望の株主様には、贈呈した当社商品券と引き換えで、茨城県産米と交換いた
します。
交換方法に関しましては、当社ホームページ（下記のURL）にてご確認いただきま
すようお願いいたします。
http://www.joyfulhonda.info/category/incentives/

2. 株主優待の内容

■ その他の事業 16億54百万円 スポーツクラブの運営 16億54百万円（1.1％）

▌商品部門別売上高　（　）内は売上高構成比

「
住
ま
い
」に
関
す
る
分
野

住宅資材・DIY 205億67百万円 （13.9％）

住宅インテリア 80億11百万円（5.4％）

ガーデンライフ 75億86百万円（5.1％）

アグリライフ 83億 2百万円（5.6％）

リフォーム 177億50百万円（12.0％）

「
生
活
」に
関
す
る
分
野

生活雑貨 508億80百万円 （34.3％）

ガソリン・灯油 136億14百万円（9.2％）

ペット 93億39百万円（6.3％）
アート・クラフト、
ホームセンター周辺部門 84億60百万円（5.7％）

車検・整備、タイヤ 13億74百万円（0.9％）

その他 6億83百万円（0.5％）

■ ホームセンター事業 1,465億71百万円

※ 2019年6月期の連結配当性向は、ホームセンター千葉店に関する減損損失24億73百万円を
計上したことなどから、当期純利益が減少し上昇したものです。

茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号　
http://www.joyfulhonda.com/

毎年9月下旬の発送を予定しています。3. 贈呈時期

保有株式数 優待内容
2019年6月20日時点株主 商品券 茨城県産米

100株以上400株未満 2,000円券分
（500円券×4枚）

2,000円券分の商品券と
引き換えで２㎏

400株以上2,000株未満 4,000円券分
（500円券×8枚）

4,000円券分の商品券と
引き換えで5㎏

2,000株以上4,000株未満 8,000円券分
（500円券×16枚）

8,000円券分の商品券と
引き換えで10㎏

4,000株以上 16,000円券分
（500円券×32枚）

16,000円券分の商品券と
引き換えで20㎏

株主メモ
事業年度 毎年6月21日から翌年6月20日まで

基準日
定時株主総会　毎年6月20日
期末配当　　毎年6月20日
中間配当　　毎年12月20日

定時株主総会 毎年9月開催
1単元の株式数 100株
株主名簿管理人
(特別口座の口座管理機関)

東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社

同連絡先・郵送先
〒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

 0120-288-324（平日9：00～17：00）

公告方法
電子公告により当社ホームページ
http://www.joyfulhonda.com/ に掲載いたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をす
ることが出来ない場合は、日本経済新聞に記載いたします。

上場金融商品取引所 東京証券取引所（市場第一部）

● 特別口座に記録されている株主様
お手続き・ご照会の内容 お問い合わせ先

単元未満株式の買取請求

みずほ信託銀行株式会社
証券代行部

 0120-288-324

届出住所・姓名等の変更
配当金の受領方法の指定
証券会社の口座への振替申請
郵便物等の発送・返戻
支払期日経過後の配当金
株式事務に関する一般的なご質問

● 証券会社でお取引をされている株主様
お手続き・ご照会の内容 お問い合わせ先

単元未満株式の買取請求
口座を開設されている証券会社届出住所・姓名等の変更

配当金の受領方法の指定
郵便物等の発送・返戻 みずほ信託銀行株式会社

証券代行部
 0120-288-324

支払期日経過後の配当金
株式事務に関する一般的なご質問

▌株式に関するお手続きについて
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