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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、1975年の創業以来、「顧客の喜びが私達の喜びである」との企業理念に基づき、一人

でも多くのお客様のニーズに応えるために、絶えず店舗規模の拡大や新商品、新サービスの
付加に努め、店舗を進化させてまいりました。

おかげさまをもちまして、創業40期目の節目の年を終了することができました。これもひとえに、
株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援、ご高配の賜物と心より御礼申し上げます。

今後においても、当社は、画一的な商品やサービスの提供ではなく、出店した地域のお客様の
声に耳を傾け、一人でも多くのお客様のニーズに応えることができる「地域一番店」を目指して
まいります。

株主の皆様におかれましては、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。

当期の経営成績

小売業界におきましては、訪日外国人の急増や株高による
資産効果などから主に都市部の一部で業況に明るさがみられ
たものの、全体としては、消費税増税等による生活必需品の
値上がりが消費者マインドを冷え込ませているほか、業種・
業態を超えた激しい販売・価格競争が続いております。

そのような中、当社グループは更なるお客様の利便性拡大
を 追 求 し、既 存 店 舗 の 強 化 に 取 り 組 ん で ま い り ま し た。
2 0 1 4年7月に宇都宮店（栃木県河内郡上三川町）に車検セン
ターを新設し車検事業を開始しました。このほか、ガーデン
センター計5店舗（八千代店（千葉県八千代市）、荒川沖店（茨
城県土浦市）、宇都宮店、新田店（群馬県太田市）、千葉ニュー
タウン店（千葉県印西市））で屋外売場に屋根を設置し、悪天
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次期の見通し及び中期経営計画

主力事業であるホームセンター事業において、お客様によ
り支持していただける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、売場環境の
改善を図り、お客様にとって魅力のある店づくりを実現して
いくとともに、光熱費等のコストダウンにも継続して取り組
んでまいります。

これらの状況を踏まえ、2016年6月期連結業績を、売上高
1,638億円（前期比0.9％増）、営業利益73億円（前期比7.5％
増）、経常利益84億円（前期比4.1％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益53億円（前期比16.2％増）と見込んでおります。

また、このたび当社では、第41期をスタートとする「中期経
営計画」を策定いたしました。「地域一番店」としてお客様に
支持を得続けることを基本方針とし、異業種も含めた競争が
激化する中、将来へ向けて成長を続けることができる経営基
盤づくりに取り組んでまいります。なお、中期経営計画の最
終期（第43期）の数値目標は下記の通りであります。

第40期（2015年6月期）
当期実績

第41期（2016年6月期）
次期見通し

第43期（2018年6月期）
中期経営計画最終年度

売 上 高 1,623億51百万円 （前期比△8.2%） 1,638億00百万円 （前期比+0.9%） 1,723億00百万円 （第40期比+6.1％）

営 業 利 益 67億88百万円 （前期比△25.6%） 73億00百万円 （前期比+7.5%） 102億80百万円 （第40期比+51.4％）

経 常 利 益 80億70百万円 （前期比△23.7%） 84億00百万円 （前期比+4.1%） 114億30百万円 （第40期比+41.6％）

当 期 純 利 益 45億60百万円 （前期比△28.9%） 53億00百万円 （前期比+16.2%） 75億00百万円 （第40期比+64.4％）

候時のお買物に配慮した売場環境の改善を進めました。
また、2 0 1 4年1 1月にペットセンター市原店（千葉県

市原市）の新店舗を建築、2015年5月にエクステリアセ
ンター市原店の新店舗を建築しリニューアルオープン
したほか、2015年6月にはホームセンター富里店（千葉
県富里市）の資材館を増築しました。このほかにも新規
テナントの誘致やコインランドリーの設置などを行い
ました。

以上のような取り組みを行ってまいりましたが、物価
上昇など経済状況の変化による消費者マインドの低下
に加え、前年の消費税増税時に発生した駆け込み需要の
反動減もあり、生活雑貨部門、住宅資材・D I Y部門およ
び下期に価格が下落したガソリン・灯油部門などの部門
が減収となり、結果として、当連結会計年度の売上高は、
1,623億51百万円（前期比8.2％減）、営業利益は67億
8 8百万円（前期比2 5 . 6％減）、経常利益は8 0億7 0百万
円（前期比2 3 . 7％減）、当期純利益は、4 5億6 0百万円

（前期比28.9％減）となりました。
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利益処分に関する基本方針
及び当期の配当

連結貸借対照表（要旨） （単位:百万円）

2014年 6月期
2014. 6.20現在

2015年 6月期
2015. 6.20現在

資産の部
流動資産　 98,865 103,488
　現金及び預金 75,224 80,278
　売掛金 2,036 2,280
　たな卸資産 19,639 19,355
　その他 1,964 1,575
固定資産 78,405 77,052
資産合計 177,270 180,541

負債の部
流動負債 19,660 19,703
　買掛金 10,571 10,102
　その他 9,089 9,601
固定負債 11,411 10,755
負債合計 31,072 30,458

純資産の部
資本金 12,000 12,000
純資産合計 146,198 150,082
負債純資産合計 177,270 180,541

連結損益計算書（要旨） （単位:百万円）

2014年 6月期
2013. 6.21〜2014. 6.20

2015年 6月期
2014. 6.21〜2015. 6.20

売上高 176,782 162,351
売上原価 133,835 122,118
売上総利益 42,947 40,232
営業収入 4,402 4,510
営業総利益 47,350 44,742
販売費及び一般管理費 38,229 37,954
営業利益 9,120 6,788
経常利益 10,582 8,070
税金等調整前当期純利益 10,336 7,743
法人税等合計 3,924 3,182
当期純利益 6,412 4,560
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（単位:百万円）連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

8,377

投資活動による
キャッシュ・フロー

△2,049
財務活動による
キャッシュ・フロー

△1,816 現金及び
現金同等物の
期末残高
42,740

現金及び
現金同等物の
期首残高
38,228

当社は、株主への利益還元を経営上重要な施策として位置付
け、経営環境の変化対応と企業成長のために必要な内部留保金
を確保しつつ、株主への配当を継続的かつ安定的に行うことを
基本方針としております。

この基本方針に従って、当事業年度の剰余金の配当につきま
しては、１株あたり60円としております。当社は、連結配当性向
30％を目途として、今後とも継続的かつ安定的な配当水準の向
上に努めてまいります。 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期

20

7.5

20.1

34.050

60
■…配当金額（単位：円）　
●…連結配当性向（単位：%）

分割調整前の株式数ベース

連結決算の状況
Financial Statements
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ホームセンター事業 
1,606億22百万円

「
住
ま
い
」に
関
す
る
分
野

住宅資材・DIY
199億92百万円 （12.3％）

住宅インテリア
87億16百万円 （5.3％）

ガーデンライフ
88億77百万円 （5.5％）

アグリライフ
88億61百万円 （5.4％）

エクステリア
57億62百万円 （3.5％）

リフォーム
117億32百万円 （7.2％）

「
生
活
」に
関
す
る
分
野

生活雑貨
566億28百万円 （34.9％）

ガソリン・灯油
202億71百万円 （12.5％）

ペット
80億57百万円 （5.0％）
アート・クラフト、
ホームセンター周辺部門
108億15百万円 （6.7％）

その他
9億5百万円 （0.6％）

その他の事業 
17億28百万円

スポーツクラブの運営
17億28百万円 （1.1％）

連結決算ハイライト 商品部門別売上高

（　）内は
売上高構成比

（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）

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

176,833

24.7％ 24.3％ 24.8％

176,782 162,351

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

6,920

3.9％ 3.6％
2.8％

6,412

4,560

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

11,533

6.5％ 6.0％ 5.0％

10,582

8,070

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

268.89 249.06

88.36（注）

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

10,094

5.7％ 5.2％ 4.2％

9,120

6,788

2013年
6月期

2014年
6月期

2015年
6月期

172,619 177,270

140,331

81.3％ 82.5％ 83.1％

146,198

180,541
150,082

売上高

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

■…当期純利益　●…当期純利益率

注：当社は、2015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、当連結
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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※2015年6月期末の数字を
基に作成、東京ドームの面
積は46,755㎡として計算東京ドーム約2.3個分

1日当たりの1店舗売上高約30百万円、
15店舗では、1日当たりなんと約4.5億円！！

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 
2店舗

埼玉県 1店舗

東京都 1店舗

神奈川県 千葉県 6店舗

茨城県 4店舗

栃木県 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

古河店

幸手店

瑞穂店

店舗網（2015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

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

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
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

105,803㎡ 108億円● 平均敷地面積 … ● 店舗当たり年間売上高 …

店舗紹介
Store Introduction
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設計から施工までトータルコーディネート厳選素材と多彩な提案でサポート

圧倒的な品揃えと専門性

カーペットやカーテンといっ
たインテリア用品、照明器具、
家電製品など住まいをグレー
ドアップさせる商品、日用雑
貨、日用消耗品などの生活必
需品、鮮度にとことんこだわ
った切り花のほかにも、収納
用品、事務用品、アウトドア、
自転車、ドラッグ、飲料、酒類
などを豊富に取り扱っており
ます。

家が一軒建てられるほどの
圧倒的な品揃えと在庫量を
持ち、一般のお客様だけでな
くプロ需要にも応えられる
よう、木材、建築資材、塗料、
工具、金物等を販売しており
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
の需要まで対応できる品揃
えも行っております。

ガーデンセンター

ペットセンター

生 活 館資 材 館

花苗、野菜苗、植木、腐葉土などの用土、肥
料、植木鉢などの用品、レンガや敷石など
のガーデン資材等を幅広く取扱い、庭づ
くりの新しい提案とお客様の声に根ざし
た商品開発を行っております。

犬、猫、小動物や鳥、魚といった生体をはじ
め、ペットフードや各種用品について、幅広
く品揃えしております。またトリマー資格
者によるトリミングサービスやペットホテ
ルを完備するなど、充実したサービスの提供
にも努めております。

エクステリアセンター

各種サービス

門 扉・外 柵・カ ー ポ ー ト、ロ グ ハ ウ
ス、物置など住まいの外廻りを中心
に、販売から施工まで責任をもって
承 っ て お り ま す。ま た、エ ク ス テ リ
アプランナーを各店に配置し、その
場でお客様の具体的な相談に対応し
ております。

木材加工等の「工作室」や、機械のメンテナンス・修理の「修理室」、
カーペットの端縫い加工など、各種サービスを提供しております。
セルフガソリンスタンドや、コインランドリー、コイン精米所など
も設置しております。

多彩な商品を広い店内で

サービスが自慢の総合ペットショップ
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車検・タイヤセンター事業の拡充

2014年7月に宇都宮店に車検センターを新設し車検事業を開始しま
した。また、2015年2月には、㈱ジョイフル車検・タイヤセンター（非
連結子会社）がニューポートひたちなか店で2号店をオープンし、現
在、子会社の2店舗を含め合計4店舗で車検・タイヤセンター事業を展
開しております。お客様のカーライフを総合的にサポートする体制を
充実させるため、今後も導入店舗を増やしていく予定です。

富里店、市原店を大幅リニューアル

宇都宮店、ニューポートひたちなか店で
車検事業開始

リフォーム・エクステリア・ガーデンセンターの一体モデル富里店
富里店では、3年間にわたり売場の配置転換、増改装を進めております。2014年11
月にリフォーム、エクステリアセンター、ガーデンセンターの売場を一体化した店舗
モデルを初めてオープンさせました。内外装のリフォームからガーデンまでお客様
のご要望にワンストップでお応えいたします。

2014年11月にペットセンターの新店舗がリニューアルオープンし、生体売場、トリ
ミングなどのサービスを拡充しました。また2015年5月にはエクステリアセンター
を移転し、内装リフォームと一体化した売場モデルをオープンさせました。

ペットセンター新棟建設・エクステリアセンター移転市原店

既存店リニューアル

富里店

ペットセンター市原店

エクステリアセンター市原店

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター　ニューポートひたちなか店

Topics
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ジョイフル本田
オンラインショップ

荒川沖店をはじめ合計5店舗でガーデンセンターに屋
根付き売場を新設し、悪天候時におけるお買物の利便
性向上を図りました。またこれまで3店舗で実施してい
た資材館の早朝営業をニューポートひたちなか店と千
葉ニュータウン店にも拡大しました。さらには、富里店、
ニューポートひたちなか店、千葉ニュータウン店で飲食
テナントを、千代田店ではファッション衣料テナントを
新規に導入いたしました。

ガーデンセンター売場への屋根設置、
資材館早朝営業、新規テナント導入

利便性向上

店舗が遠い、大量に購入する、ご高齢など、店舗でのお買い物
に不自由されているお客様への利便性向上のために、品揃え
の充実を図っております。またオンラインで注文した商品を
店舗で受け取れる「店舗受取サービス」を開始するなどオンラ
インショップのサービス
向上を進めております。

深く幅広い品揃えと利便性の向上

環境への取り組み

千葉ニュータウン店、宇都宮店および千代田店で、電気自動車
とプラグインハイブリッド車向けに1店舗当たり普通充電器
20台と急速充電器1台を設置しました。お客様がお買い物を
している時間を有効に活用して充電することができます。また
8店舗で省電力のLED照明への切替えを行い、CO2削減による
地球温暖化防止に努めております。
今後も、その他の店舗において、電気自動車充電設備の設置、
LED照明設備への切替え、また、空調設備の入替えを引き続き
進めてまいります。

電気自動車充電設備、LED照明設備

オンラインショップ

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター　ニューポートひたちなか店 千代田店

千代田店

ガーデンセンター宇都宮店

ニューポートひたちなか店
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住まいに関するトータルな提案から施工までを行います。一
級・二級建築士をはじめ、インテリアコーディネーター、キッ
チンスペシャリストなど様々な分野の有資格者が、お客様の
ご相談に親切丁寧に対応いたします。ショールームでは、「来
て・見て・感じて・聞いて・納得！」をテーマに多彩な提案を
ご用意しております。まさに「住まいのテーマパーク」です。

スマイル本田 
 （リフォーム事業） 画材やクラフトなど多彩な趣味の素材や創作用品をはじめ、

絵画・額装等のインテリア商品の販売、名刺や看板などの印
刷・加工サービスも行っております。また、カルチャースクー
ルでは多種多彩な趣味のご要望にお応えし、お客様の「表現
したい」を経験豊富な講師と共に応援しております。

ホンダ産業
 （アート・クラフト事業、
  ホームセンター周辺事業）

スポーツの実践を通じて、地域の皆様へ広くコミュニケーシ
ョンの機会と場をご提供し、より健康な長寿社会の実現を提
唱しております。各分野の専門技術を備えた優秀なスタッ
フはもちろん、大型室内プールをメインに、広く多彩なス
ポーツ施設・リラックス施設やプロショップ、レストラン等、
スポーツを中心とした様々な施設を兼ね備えた日本最大級
の総合スポーツクラブです。

ジョイフル
アスレティッククラブ
 （スポーツクラブの運営）

㈱ジョイフル車検・タイヤセンターは、千葉ニュータウン店、
ニューポートひたちなか店の2店舗で営業しております。 
なお、宇都宮店及び千代田店では、ホームセンター事業とし
て営業しております。

ジョイフル車検・
タイヤセンター 
 （自動車整備・車検・
　タイヤ等の販売・交換）

ジョイフル本田のグループ会社

グループ会社紹介
Joyful Honda Group
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代表取締役社長 矢ケ﨑　健一郎

常務取締役 矢口　幸夫

常務取締役 五頭　浩一

取締役 中澤　正美

取締役 吉原　悟郎

取締役 山川　征夫　

取締役 稲葉　隆

取締役 平山　育夫

取締役（社外取締役） 千田　剛司

取締役（社外取締役） 玉川　洋一

監査役 鶴岡　義宣

監査役 福島　良一

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) 5,480名（うち正社員2,367名）

会社概要

取締役及び監査役 （2015年9月17日株主総会終結時点）

発行可能株式総数 100,000,000株
発行済株式総数 25,806,440株
株主数 2,874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
29.11%

5万株以上
0.90%

5千株以上
0.77%

５百株以上
5.99%

外国人
4.33%

1百株未満
2.78%

金融機関
27.48%

10万株以上
2.19%

その他国内法人
38.04%

証券会社
1.04%

1百株以上
80.90%

1万株以上
1.29%

1千株以上
5.18%

ホームページのご案内

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。

（2015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 定時株主総会の議決権・期末配当  毎年6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

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

株主の皆様の日頃からのご支援に 
感謝するとともに、より多くの株主様
に当社グループの事業に対する 
ご理解を深めていただくこと、また、
当 社 株 式 へ の 投 資 魅 力 を 高 め、 
中長期的により多くの皆様に当社 
株式を保有していただくことを 
目的とし、株主優待制度を導入して
おります。

● 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。

次の通り、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。

※ 変更後の株主優待制度は、2016年6月20日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株
以上ご所有の株主様からが対象となります。なお、2015年6月20日現在の株主様を対象とした株主優待
に関しましては、現行の制度に従って株主優待品を贈呈いたします。

1

2

対象となる株主様

株主優待の内容

毎年9月下旬の発送を予定しています。
3 贈呈時期

株主優待制度の
ご案内 現　行 変更後

保有株式数 優待内容 保有株式数 優待内容

ー ー 100株以上
200株未満

2,000円分の商品券
(500円券×4枚)

100株以上
500株未満

4,000円分の商品券
（500円券×8枚）

200株以上
1,000株未満

4,000円分の商品券
（500円券×8枚）

500株以上
1,000株未満

8,000円分の商品券
（500円券×16枚）

1,000株以上
2,000株未満

8,000円分の商品券
（500円券×16枚）

1,000株以上 16,000円分の商品券
(500円券×32枚) 2,000株以上 16,000円分の商品券

(500円券×32枚)
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