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国内の個人消費全般においては一部に改善がみら
れるものの、当ホームセンター業界においては、業
種・業態を超えた激しい販売競争や、物流コストや
人件費の上昇等もあり、依然として厳しい経営環境
が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、今後の
経営環境として少子高齢化社会における顧客のライ
フスタイルの変化や、小売業界で進む事業再編の動
きを再認識し、当連結会計年度からムリ・ムダ・ム
ラを排除し生産性やコスト競争力を向上させ、更な
る顧客価値創出に向けたリソースを確保するため、

株主の皆様へ

株主の皆様には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上
げます。

当社は、創業以来43年に亘り、他では見られない圧倒的
なスケールと品揃え、地域密着を柱にした大規模店を関東
の15か所に出店してまいりました。しかしながら、第4次
産業革命の最中と言われる現在、テクノロジーの進化を背
景に、社会や産業、生活者のライフスタイルはこれまでに
ないくらい、劇的に、加速度的に変化しています。多種多様
なデバイスが生まれ、全てのモノがインターネットに繋が
るようになり、行き交う情報量は爆発的に増え続けていま
す。このような世界では、社会や産業のあらゆる分野が再
定義され、ビジネスのあり方やライフスタイルを根幹から
変える新しい事業機会が創出されると考えています。

当社グループでは、来るべき未来において、私たちはど
うあるべきか議論を重ねた結果、改めて創業の理念に立ち
返り、行動指針を明確にすることとしました。

私達の企業グループの社名は、「JOY＝喜び」×「FULL
＝溢れる」から来ております。私達が何のために事業をし
ているのか、何を成したいのかを表せば、ご利用されるお
客様と従業員のそれぞれにJOYが満ち溢れる企業であり
たい。それにより、地域の方々、取引先様、株主様等のス
テークホルダーとともに成長を持続したい。ということに
尽きます。

この度、「人々の幸せに貢献したい」、「商品や店舗を通じ
て、笑顔や生活の潤いを提供したい」という共通の価値観
を再確認し、創業の思いに立ち返ることができました。

私たちジョイフル本田グループは「お客様の喜びが私達
（企業）の喜びである」という経営理念を胸に、いかに社会
に貢献できるかを常に考え、変化・進化し続けていきたい
と思います。

株主の皆様におかれましては、よりご一層のご支援、ご
鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

当期の経営実績

代表取締役社長　矢口 幸夫

トップメッセージ
Top Message
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向上と専門性の追求を図っております。
④「経費構造改革」として、業務プロセスの見直しやシ

ステム化による店舗バックオフィス業務の効率化、グ
ループ共通機能の集中化・標準化を進めております。

これらの施策に取り組んでまいりましたが、当連結会
計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ6 2億5 8百万
円減少し、1 , 4 8 6億7 6百万円（前連結会計年度比4 . 0％
減）となりました。一方で、構造改革の施策効果により売
上総利益率が向上し、さらに総労働時間の減少等により
販管費が前連結会計年度に比べ9億6 8百万円減少（同比
2 . 5％減）しました。その結果、営業利益は、前連結会計
年度に比べ5億8 6百万円増加し、7 9億8 1百万円（同比
7 . 9％増）、経常利益は、前連結会計年度に比べ7億7 8百
万円増加し、88億0百万円（同比9.7％増）となりました。

ただし、主な特殊要因として、前連結会計年度におい
ては独立行政法人都市再生機構（U R都市機構）から当
社が事業用定期借地契約により賃借していた店舗（千葉
ニュータウン店および宇都宮店）の敷地を取得したこと
に伴う資産除去債務の戻入益1 6億8百万円を特別利益
に計上しており、また、当連結会計年度ではジョイフル
アスレティッククラブ土浦の建て替え等に伴う減損損
失5億7百万円を特別損失に計上いたしました。

以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連
結会計年度に比べ5億3 5百万円減少し、5 5億9 4百万円

（同比8.7％減）となりました。

「変革元年」をスローガンに、「事業構造」・「マーチャン
ダイジング構造」・「組織構造」・「経費構造」の4つの分
野の構造改革に取り組んでおります。

そのような中、当社グループの当連結会計年度の主な
取組内容と成果としましては、以下の通りとなっており
ます。

①「事業構造改革」では、事業ポートフォリオの再編と
新たなマーケットの開拓に取り組みました。

まず、成長分野であるリフォーム事業について、当社
ホームセンター事業のエクステリア部門と連結子会社
である株式会社スマイル本田を、2 0 1 7年6月2 1日より
新たに株式会社ジョイフル本田リフォームとして統合
し、事業を一体化しました。その中で、ジョイフル本田
リフォーム古河店では、2 0 1 8年2月末に全天候型エク
ステリア屋内ショールームを、また、4月にはリフォー
ム館を開設し、事業の充実を図りました。

一方、新規出店としては、2 0 1 7年1 1月にアンティー
クと服飾雑貨の専門業態である「T H E G L O B Eつくば
店」を、当社としては初めて大型商業施設内（イオンモー
ルつくば）に出店いたしました。また、2 0 1 8年３月に
は、埼玉県さいたま市にペット事業の専門業態である

「P e t ' s C L O V E R東大宮店」を出店いたしました。さ
らに、同月下旬には、千葉県千葉市に工具・金物・作業服
のプロ向け専門店である「本田屋千葉都町店」を出店い
たしました。また、既存店については、2 0 1 7年5月より
建 て 替 え 工 事 を 行 っ て い た ホ ー ム セ ン タ ー 千 葉 店 を
2018年4月23日にリニューアルオープンいたしました。

設備の更新については、スポーツ事業であるジョイフ
ル ア ス レ テ ィ ッ ク ク ラ ブ 土 浦 の 建 て 替 え を 決 定 し、
2 0 1 8年2月より一部機能の休止と建物の取り壊しを行
っております。安全性、快適性の改善に加え、地域住民
の健康維持やコミュニティーの更なる醸成に寄与し、災
害時の拠点としても機能拡大を図ってまいります。

②「マーチャンダイジング構造改革」では、取引先政策
の見直し、品揃えや価格政策、販売構成の見直し等、売
場改革を推進しております。

③「組織構造改革」では、「エリア価値最大化」を図る
ため、事業部制を廃止し、エリアを統括する責任者を配
置する等、本社と店舗が一体となった新しいエリアマネ
ジメントを推進しております。また、本社組織において
は、商品部を3つに分け、各商品分野別の管理レベルの

次期の見通し
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、2019年度を『計画と実行』による構造改革の
仕上げの年と位置づけ、お客様により支持していただけ
る店づくり・売場づくりに取り組み、新規事業を積極的
に展開してまいります。また、既存店舗では販売力向上
を目指した設備投資を行い売場環境の改善を図り、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。

これらの状況を踏まえ、2019年6月期連結業績を、売
上高1,522億円（前連結会計年度比2.4％増）、営業利益
8 3億9 0百万円（同比5 . 1％増）、経常利益9 3億2 0百万
円（同比5 . 9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
58億円（同比3.7％増）と見込んでおります。
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連結貸借対照表（要旨） （単位:百万円）

2017年 6月期
2017.�6.20現在

2018年 6月期
2018.�6.20現在

資産の部

流動資産　 90,276 40,830

　現金及び預金 69,283 19,938

　売掛金 2,580 2,535

　たな卸資産 16,377 16,315

　その他 2,034 2,042

固定資産 109,137 111,356

資産合計 199,413 152,187

負債の部

流動負債 18,574� 19,015

　買掛金 7,974� 7,460

　その他 10,600� 11,555

固定負債 23,302 29,430

負債合計 41,877 48,445

純資産の部

資本金 12,000� 12,000

純資産合計 157,536 103,741

負債純資産合計 199,413 152,187

連結損益計算書（要旨） （単位:百万円）

2017年 6月期
2016.�6.21〜2017.�6.20

2018年 6月期
2017.�6.21〜2018.�6.20

売上高 154,934 148,676

売上原価 113,893 108,186

売上総利益 41,041 40,489

営業収入 4,610 4,781

営業総利益 45,652 45,270

販売費及び一般管理費 38,256 37,288

営業利益 7,395 7,981

経常利益 8,021 8,800

税金等調整前当期純利益 8,996� 8,127

法人税等合計 2,865 2,532

親会社株主に帰属する当期純利益 6,130� 5,594

2017年 6月期
2016.�6.21〜2017.�6.20

2018年 6月期
2017.�6.21〜2018.�6.20

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,346 7,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,104 4,097

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,417 △51,897

現金及び現金同等物の期末残高 56,748 16,405

（単位:百万円）連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

連結決算の状況
Financial Statements
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連結決算ハイライト
（単位:百万円）

（単位:百万円）（単位:百万円）

（単位:円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

2015年
6月期

2016年
6月期

24.8％ 25.5％

162,351 158,737

2017年
6月期

26.5％

154,934

2018年
6月期

27.2％

148,676

2015年
6月期

2016年
6月期

2.8％
3.4％

4,560
5,453

2017年
6月期

4.0％

6,130

2018年
6月期

3.8％
5,594

2015年
6月期

2016年
6月期

5.0％ 5.6％

8,070
8,946

2017年
6月期

5.2％

8,021

2018年
6月期

5.9％

8,800

2015年
6月期

2016年
6月期

44.18 52.83

2017年
6月期

60.01

2018年
6月期

76.85

2015年
6月期

2016年
6月期

4.2％ 4.9％

6,788
7,706

2017年
6月期

4.8％

7,395

2018年
6月期

5.4％

7,981

2015年
6月期

2016年
6月期

2017年
6月期

150,082
182,902180,541
154,045

199,413

157,536

83.1％ 84.2％ 79.0％

2018年
6月期

152,187

103,741
68.2％

売上高

親会社株主に帰属する当期純利益経常利益

1株当たり当期純利益

営業利益

総資産/純資産

■…売上高　●…売上総利益率

■…経常利益　●…経常利益率

■…営業利益　●…営業利益率

■…総資産　■…純資産　●…自己資本比率

■…親会社株主に帰属する当期純利益　
●…当期純利益率

ホームセンター事業 
1,469億23百万円

「
住
ま
い
」に
関
す
る
分
野

住宅資材・DIY
200億43百万円 （13.5％）

住宅インテリア
80億31百万円 （5.4％）

ガーデンライフ
79億12百万円 （5.3％）

アグリライフ
84億14百万円 （5.7％）

リフォーム
172億34百万円 （11.6％）

「
生
活
」に
関
す
る
分
野

生活雑貨
520億44百万円 （35.0％）

ガソリン・灯油
129億74百万円 （8.7％）

ペット
92億77百万円 （6.2％）

アート・クラフト、
ホームセンター周辺部門
88億48百万円 （6.0％）
車検・整備・タイヤ
13億72百万円 （0.9％）

その他
7億71百万円 （0.5％）

その他の事業 
17億52百万円

スポーツクラブの運営
17億52百万円 （1.2％）

商品部門別売上高

（　）内は
売上高構成比

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、2015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株当たり当期純利益を算定しております。
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※2018年6月期末の数値を
基に作 成。 この 数 値は、 
単独店を除く。

※ 東 京 ド ー ム の 面 積 は、
46,775㎡として計算。

東京ドーム約2.3個分
1日当たりの売上高約27百万円、
15店舗では、1日当たりなんと約4.1億円！！

ジョイフル本田の「超大型店舗」をご紹介！

ここがスゴイ！！ ここがスゴイ！！

新田店

群馬県�
ホームセンター
2店舗

埼玉県
ホームセンター�1店舗
単独店�1店舗

東京都
ホームセンター�1店舗
単独店�1店舗

神奈川県 千葉県
ホームセンター�6店舗
単独店�1店舗

茨城県
ホームセンター�4店舗
単独店�2店舗

栃木県
ホームセンター�1店舗

千代田店

宇都宮店
ニューポート

　  ひたちなか店

★本社
荒川沖店

守谷店

千葉ニュータウン店

八千代店
富里店

千葉店

市原店

君津店 ホームセンター
 単独店

古河店

幸手店

瑞穂店

THE GLOBE  
　  ANTIQUES

THE GLOBE つくば店

Pet’s CLOVER 
　  東大宮店

本田屋 千葉都町店

店舗網（2018年6月20日現在）

茨 城 県
荒川沖店 茨城県土浦市北荒川沖町
古河店 茨城県古河市西牛谷
守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘
ニューポートひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町

（単独店）
THE�GLOBE�つくば店 茨城県つくば市稲岡（イオンモールつくば1階）
ジョイフル本田リフォーム�
つくばショールーム 茨城県つくば市研究学園

千 葉 県

八千代店 千葉県八千代市村上
市原店 千葉県市原市五所
君津店 千葉県君津市外箕輪
千葉店 千葉県千葉市稲毛区園生町
富里店 千葉県富里市七栄
千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原

（単独店） 本田屋�千葉都町店 千葉県千葉市中央区都町

群 馬 県 新田店 群馬県太田市新田市野井町
千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野

埼 玉 県 幸手店 埼玉県幸手市上高野
（単独店） Pet’s�CLOVER�東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区島町

栃 木 県 宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡
東 京 都 瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷

（単独店） THE�GLOBE�ANTIQUES 東京都世田谷区池尻

105,492㎡ 99億円● 平均敷地面積 … ● 店舗当たりの年間平均売上高 …

 ジョイフル本田リフォーム つくばショールーム

ジョイフル本田タウン

精
米
所

車検・タイヤ
センター
車検・タイヤ
センター

灯油・ガソリンスタンド

生活館資材館
インテリア・カーテン・照明・収納用品・日用消耗品・日用雑貨・米・飲料

酒・ドラッグ・介護用品・カー用品・アウトドア用品・サイクル
文具・オフィス用品・生活家電・電材・切花・時計・メガネ・サービスカウンター

木材・建築資材・農業資材・大型機械・工具・金物
塗料・園芸用品・水道用品・作業用品・網戸用品・加工室・修理室

ガーデンセンター ペットセンター コインランドリー・精米所

庭木庭園
センター

ペット
センター

ジョイフル本田 リフォームホンダ産業 灯油・ガソリンスタンド
車検・タイヤセンター

(テナント)(テナント)

ジョイフルアスレティッククラブ

店舗紹介
Store Introduction
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一般のお客様だけではなくプロ需
要にも応えられるよう、木材、建
築資材、塗料、工具、金物、作業用
品、電気部材等の各種資材を販売
しております。また、園芸・水道
用品・農業資材、エンジン機械な
ど、家庭菜園から農家の皆様の需
要まで幅広く対応しています。趣
味のDIYなど多様なニーズに応え
るために、資材加工や工具のレン
タル、各種修理などのサービスも
行っています。

毎日使う生活必需品の日用雑貨・
消耗品、鮮度にこだわった切花、
壁紙やカーペット、カーテンとい
ったインテリア用品から、収納用
品、文具・オフィス用品、アウトド
ア、カー用品、自転車、照明器具、
生活家電、また、ドラッグ、飲料、
酒類なども豊富に取り扱っており
ます。

季節の草花苗や花壇用資
材、ガーデン雑貨などの
ガーデニング関連商品を多
数取り扱っております。花
工房では経験豊富なスタッ
フが、お客様のお好みに合
わせた寄せ植えをご提案。
モデルガーデンは庭造りの
創作イメージを刺激しま
す。一部店舗では農産物直
売所「ジョイマルシェ」が
ございます。

犬、猫、小動物や鳥、魚、爬虫
類といった生体をはじめ、
各種ペット用品、ペットフー
ド、ケージ類やおもちゃなど
ペットに関する豊富な品揃
えが自慢のペット専門店で
す。また、トリマー資格者に
よるトリミングサービスや
ご自分でペットを洗うセル
フシャワー設備もご用意し
ております。

資材館

生活館

ガーデン
センター

ペット
センター
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新店
●千葉店のリニューアルオープン　●単独店のオープン

■ 千葉店のリニューアルオープン
約28年にわたり地域の皆様と歩んできた千葉店
の全面建て替え工事が完了し、2018年4月にリ
ニューアルオープン致しました。お客様の利便性
向上を第一に考え、店舗面積を2倍に拡大し、屋
上駐車場も新設。「ペット、ガーデン、インテリ
ア」等、大幅な売場の拡張と接客人員の拡充を図
り、“さわって試せる360度体感型ホームセン
ター” に生まれかわりました。

■ 単独店のオープン
成長分野における新たなマーケットの創出のため、単独店の出店を開始しました。
●【本田屋 千葉都町店】
初のプロ向けショップの1号
店を2018年3月に千葉県千
葉市にオープン致しました。
工具、金物、作業服などのプ
ロユースに対応する専門店と
して、ものづくりの現場に欠
かせないアイテムを取り揃
え、職人の皆様をサポート致
します。

●【Pet’s CLOVER 東大宮店】
初のペット専門店を2018年3
月に埼玉県さいたま市にオー
プン致しました。「ペットの
トータルライフサポート～ペ
ットのためにできること」を
コンセプトに、ペットに関す
るあらゆるお悩みに専門スタ
ッフが対応、きめ細やかな
サービスでお応えします。

Topics

7

店内（ガーデン） 店内（カーテン）店内（ペット）
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■ モンベル、魚べいのオープン
新規テナントの誘致と致しまして、2018年4月に国内最大級の売場面
積を誇る大型アウトドア専門店のモンベルストアが、ニューポートひ
たちなか店エリアにオープンしました。店舗には、カヤックを試乗で
きる人工池を常設しております。また、2018年5月に回転すし店の魚
べいが、千葉ニュータウン店エリアにオープンしました。
今後も、認知度のあるテナントを誘致し、エリアの活性化に努めてま
いります。

■ 千代田店2階、ニューポートひたちなか店テナントエリアの再編
千代田店において2017年6月から8月にかけて2階売場を改装し、ファッ
ション、シューズ、ジュエリー、バラエティ雑貨からマッサージ、保険
代理店など多彩なテナントを10店舗誘致しました。また、ニューポート
ひたちなか店においては、2018年4月にホームセンターテナントエリア
に新たに6つの店舗をオープンしました。手作り焼き立てパンのお店から、
老舗和菓子、洋菓子店、ヘアカットなどを誘致しました。今後も、多様
な業種のテナントを誘致し、エリアの集客力向上に努めてまいります。

テナントの活用
●モンベル、魚べいのオープン　●千代田店2階、ニューポートひたちなか店テナントエリアの再編

■ 農産物直売所オープン（新田店）
2017年10月にガーデンセンター新田店に農産物直売所4号店をオー
プン致しました。地元農家を中心に約70件と契約し、安心・安全の
採れたて新鮮野菜や農産物の提供
をしております。また、当社で販
売する種苗や農業資材などを契約
農家に提案し、コミュニケーショ
ンを図りながら共同でオリジナル
商品づくりを進めております。

■ THE GLOBE つくば店オープン
アンティーク家具を販売するTHE GLOBEが、2017年11月に茨城県つ
くば市イオンモールつくば内に初の単独店をオープン致しました。ヨー
ロピアンアンティークをはじめとす
るオンリーワンアイテムや、個性的
なインテリア雑貨、お洒落な食器、
洋服やアクセサリーが並び、他には
ない専門性のある品揃えで魅力のア
ピールに努めてまいります。

水平展開
●農産物直売所オープン（新田店）　●THE GLOBE つくば店オープン

8

■ ジョイフル本田リフォーム　店舗の統合
連結子会社である㈱ジョイフル本田リフォームが2017年6月の事業統合後、お客様の利便性向上に対応すべく八千代店、古河店、市原店において
売場統合を行いました。古河店においては、2018年2月にジョイフル本田リフォーム初の全天候型屋内ショールームを新たに構え、2018年4月
に完成したリフォーム館と併せグランドオー
プンし、地域に密着したリフォーム・外構工
事専門館として、住まいに関する課題解決に
努めてまいります。
また、幸手店においても、2018年4月に増改
築専門館をリニューアルオープンしております。

統合
●ジョイフル本田リフォーム　店舗の統合

古河店（リフォーム館） 幸手店古河店（屋内ショールーム）

モンベルストア 千代田店 2階魚べい ニューポートひたちなか店
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キッチン・バス・トイレの水廻りや、屋根・外壁塗装などの増改築工事と、物置・カー
ポート・ログハウス・庭工事などの外構工事を行い、家全体のトータルコーディネー
トから、住まいの補修に関することまで、あらゆることを幅広く行う専門店です。
お客様一人一人の「想い」を「カタチ」にするため、見積りから施工管理まで、一貫
して責任を持って行う体制で営業しております。店舗には建築分野の資格保有者
など専門知識と経験を持った社員を数多く配置し、安心してお任せいただけるよ
う努めております。また、店舗の特徴として「見て・触れて・選べる」をキーワード
に実物を多数展示し、生活提案を実体験していただけるブースを設置するなどし
て安心してご依頼いただける環境づくりを心掛けております。

画材、書道、陶芸、手芸など、多彩な趣
味の材料の販売をはじめ、額縁や印刷
物の注文サービス、各種カルチャース
クールも併設のJOYFUL-2の運営、ア
ンティーク家具の販売、レストラン・
プレストンカフェや地ビール工房の運
営や、宝くじ売場、ショッピングモー

ル・ファッションクルーズの運
営もしています。

現在、土浦店、守谷店、千葉ニュータウン店の3店舗で会員制スポーツ
クラブを運営しております。スイミングプールやトレーニングジム、ヨ
ガやエアロビクスなど様々なプログラムにご参加いただけるスタジオ、
スポーツクラブでは珍しいテニスコート（スクールも併設）を完備して
おります。千葉ニュータウン店では、50mプール（50m×25m）を備え
ており、ゆったりとご利用いただけます。また、お風呂、サウナ等のリラ
クゼーション施設も充実しております。また、小学生をメインとしたス
イミング・テニス・体操教室・サッカーなどのスクールも開講して、子
供たちの健やかなる成長に寄与しております。これからも地域の皆様
のため、快適な施設とコミュニケーションの場を提供してまいります。

タイヤ・オイル・バッテリー
の販売、取付けと車検・整備
に特化した形態のメンテナン
スサービス専門店です。常にお
客様の安全・安心を最優先に考え
た確かな作業で、お買物の間に車検
やタイヤ交換などの作業が終了する便利な
店舗を展開しております。ピット内の車検専用レー
ンでは、1台につき複数体制で速く、尚かつ丁寧な整
備に努めております。タイヤ・オイル作業等は多数の
レーンを使用してお待たせしない体制で運営してお
ります。また、検査員資格者・整備士資格者・低電圧
取扱特別教育研修修了者などを配し、軽自動車やコ
ンパクトカーは勿論の事、ハイブリッドカーや電気
自動車にも対応しております。車検やタイヤ・オイル
等、メンテナンスに関することは、何なりとお気軽に
ご相談ください。

ジョイフル本田のグループ会社

リフォーム事業

ジョイフル本田
リフォーム

スポーツクラブの
運営

ジョイフル
アスレティック

クラブ自動車整備・車検・
タイヤ等の販売・

交換

ジョイフル車検・
タイヤセンター 

描くと作るの専門店
JOYFUL-2の運営、
アンティーク事業等

ホンダ産業

グループ会社紹介
Joyful Honda Group
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代表取締役社長 矢口　幸夫

代表取締役専務 細谷　武俊

専務取締役 中澤　正美

常務取締役 平山　育夫

常務取締役 吉原　悟郎

取締役 稲葉　隆

取締役 鹿野　浩史

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

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) 5,085名（うち正社員 2,361名）

会社概要

取締役及び監査役 （2018年9月19日現在株主総会終結時点）

発行可能株式総数 200,000,000株
発行済株式総数 51,612,880株
株主数 7,179名

株式状況

所有者別株式分布（株式数比率）

所有数別株式分布（株主数比率）

個人・その他
27.16%

5万株以上
0.14%

5千株以上
0.38%

５百株以上
2.49%

外国人
2.88%

1百株未満
1.20%

金融機関
25.22%

10万株以上
1.10%

その他国内法人
11.98%

証券会社
0.24%

1百株以上
84.76%

1万株以上
0.61%

1千株以上
9.31%

ホームページのご案内

自己名義株式
32.52%

自己名義株式
0.01%

当サイトでは、企業情報、
店舗情報や事業内容・
サービス、IR情報といった
基本情報はもちろん、�
幅広いコンテンツをご用意
しています。

（2018年6月20日現在）
会社情報
Corporate Data
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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
(特定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できない場合には、
官報に掲載いたします。

上場金融商品取引所 東京証券取引所（市場第一部）

● 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

● 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

株主メモ

株式に関するお手続きについて

「期末配当」の実施
「期末配当」の実施
・�当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当
たり24円としております。これにより年間配当金
は、中間配当金24円と合わせて、1株当たり48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12円50銭、期末配当金を1株当たり12円50銭
とし、年間配当金は、1株当たり25円を予定して
おります。なお、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。

31

2015年6月期

30

34.0

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

分割調整前 分割
調整後

2016年6月期

29.3

2017年6月期

32

26.6

2018年6月期 2019年6月期
（予定）

24

24

29.8 12.5

12.5
30.0

保有株式数 優待内容2018年6月20日時点株主 2019年6月20日時点株主
100株以上
200株未満

100株以上
400株未満

2,000円券分の商品券
（500円券×4枚）

200株以上
1,000株未満

400株以上
2,000株未満

4,000円券分の商品券
（500円券×8枚）

1,000株以上
2,000株未満

2,000株以上
4,000株未満

8,000円券分の商品券
（500円券×16枚）

2,000株以上 4,000株以上 16,000円券分の商品券
（500円券×32枚）

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。

次のとおり、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。また、当社通販サイト「ジョイフル本
田オンラインショップ」で販売している商品のご購入時にもご利用
いただけます。
なお、2018年5月2日公表のとおり、株式分割に伴い優待の内容を
一部変更いたします。

1. 対象となる株主様

2. 株主優待の内容

3. 贈呈時期
毎年9月下旬の発送を予定しています。 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号　

http://www.joyfulhonda.com/

ジョイフル本田千葉店（2018年4月23日リニューアルオープン）
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