
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。
2023年6月期上半期の経常利益は、「量より質」の経営を徹底した結果、上場来過去最高となる

6,692百万円を達成することができました。物価上昇等による個人消費の停滞や異常気象の影響など厳
しい環境が続く中、各商品グループがこれまで取り組んできたプレミアム商品群の拡充やEDLP戦略な
どの効果による「住まい」と「生活」の分野の売上高および粗利高構成比の好転、そしてオペレーショ
ン生産性向上に向けた取り組みが奏功した成果と考えております。特に「収益の源泉」となる粗利率は
過去最高の32.5%まで上昇して、企業の基礎体力を高め、現在の高収益体質に結びついております。

今後も、必需品以外の裁量的支出が抑えられる環境が続くと予想され、小売業としての真の存在意義
が試され続ける局面であると認識しており、非常に身が引き締まる思いです。これからも、規模だけを追
うことなく、地域一番店を目指した「最強の個店経営」を軸に据えて着実な利益成長を実現してまいり
ます。また、唯一無二の「エンターテインメント・リテイリング」を目指す当社は、この春、群馬県北群
馬郡吉岡町に、未来に向けたフラッグシップ “ジョイホンパーク吉岡” をオープン予定です。今までの業態イメージをはるかに超
える「ベースライン（必要必在）とトレンド（生活提案）の調和」をテーマに掲げた巨大テーマパークを目指しますので、是非ご
期待ください。

配当につきましては、中間配当を23円に決定。期末配当予想23円と合わせて、年間合計で46円とさせていただきました。前期比
でプラス4円、上場来9期連続の増配を予定しております。

最後に、RS（譲渡制限付株式）を業務執行役員向けに導入したことにより、中長期の株価向上へのコミットメントを更に高め、
企業価値拡大につなげてまいります。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。

株式会社ジョイフル本田
代表取締役社長CEO
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スタッフのモチベーション向上につなげる表彰制度
企業ミッションを具現化するためには、 
スタッフが前向きに楽しく働ける環境が第一
であると考え、テーマに応じて各店舗が 
作り上げた痛快な売場をアンケート方式で
コンテストする「TOP OF JOYFUL選手権」
と、従事している業務で、その活躍ぶりや
業績が際立っている社員等の功績を評価して
表彰する「JOYFUL AWARD」を設けて 
おります。

▼ 本田屋は、「職人の店」をコンセプト
にしたプロユーザー様に対応する 
専門店です。現場作業をバックアップ
いたします。皆さまのご来店を心より 
お待ちしております。

▲ JOYFUL AWARDは、社内報で 
発表。当社の経営理念MVVの浸透
と人財の育成を目指します。第1
四半期は業績伸長が著しい本田屋
千葉都町店が表彰されました。

※店舗詳細（当社HP）

社内活動「女性活躍推進委員会」スタート
前期に発足した「働き方改革プロジェクト」を 
発展的に拡大し組織化いたしました。現場の問題点
を多角的に取り上げ、解決を目指すことで、働き
やすさと仕事のやりがいをより実感できる会社に
していくことが目標です。
女性活躍を推進するのみならず、新入社員から 
中堅層まで年齢・性別や正規・非正規を問わず、
能力をいかんなく発揮できるような風土の醸成を
目指します。

中期経営計画に記載のとおり、当社は「唯一無二
の新たなお店づくり」に挑戦しております。ご家族
皆さまの気持ちが高揚するようなイベント、「こんな
ものが欲しかった」と思っていただけるような 
品揃えと商品企画、知的創造力をくすぐる売場での
新しい提案を追求・継続いたします。リアル店舗
だからこそお伝えすることができるエンターテイン
メントを、世代を問わず多くのお客様に体験して
いただきたいと考えております。

ご家族三世代で楽しんでいただける店舗に

▲ ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とコーナーライセンス契約を
締結して、ディズニーゾーン「MAGICFOREST」を展開。「プーさん売場
コンテスト2022」ではジョイホン小山駅前店が最優秀賞を受賞しました。

当社は自己株式の取得方針に従い、2022年8月にコミットメント型自己株式取得（FCSR）（以下「本手法」
という。）にて自己株式を取得しました。
日本初の自己株式の取得方法ではありますが、昨今、自己株式の取得が設定期間内にうまく進まないケース
も散見されるため、「短期間かつ確実に行いたい」という当社のニーズを充足するにあたって、本手法が
最良の選択肢であると判断いたしました。

※ 本手法の詳細につきま
しては、当社IRサイト
をご確認ください。

［実施時］

新株予約権の割当
無償取得の契約

NCI

当社 野村證券

野村グループ

ToSTNeT-3による
自己株式取得

貸借市場等

当社株式の借入

［調整取引までの期間］

NCI

当社 野村證券

野村グループ

貸借市場等株式市場等

当社株式の取得

［調整取引時］

※NCI　野村キャピタル・インベストメント株式会社

株数の事後調整

NCI

当社 野村證券

野村グループ

貸借市場等

当社株式の返却

日本初のFCSRで自己株式25億円を取得

12年ぶりの大型店舗出店、エンターテインメントパークとして
ジョイホンパーク吉岡まもなくオープン！

新たなフラッグシップ「ジョイホンパーク吉岡」
のオープンが目前に迫っております。同パークは、

「衣・食・住」の全カテゴリーを通じて今までの
業態イメージをはるかに超えるエンターテイン 
メント性あふれる広域商圏型のショッピングモール
です。
核となるジョイホン吉岡店のテーマは「痛快テーマ
パーク」で、これまで当社が蓄積してきたノウハウ
を5つのゾーンで展開。また、各ゾーンの共通する
コンセプトは「圧倒的」です。ご来店を、是非 
お待ちしております。

▲ これまでの「黒」を基調としたデザインではなく、新フラッグシップ店舗
に相応しい店舗外観となります。

＊ジョイホンパークロゴ　総合監修：SAMURAI 佐藤可士和氏
テナントフロアイメージ

昨年公表いたしました中期経営計画では、2025年6月期末
までに合計3,000アイテムのサステナブル商材の導入を 
目指しております。
持続可能な社会の実現のために、新提案・企画を積極的に
導入してまいります。

サステナビリティ商品

【今後導入予定】
左： 再生可能素材のタ

イルカーペット
右： 電 動 モ ビ リ テ ィ

「トゥクトゥク」
　　 リ チ ウ ム バ ッ テ

リー使用

この春、ワーク・ライフ・バランス
の推進を目的として年間休日を 
増やすとともに、昨今の物価上昇を
受けて給与のベースアップを実施
することといたしました。

制度の拡充で
働きがい向上へ

2022年8月2日付で厚生労働
大臣による「くるみん」認定
を取得しました。

Topics



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 4,491名（うち正社員1,913名）

会社概要

発行可能株式総数 400,000,000株
発行済株式総数 70,010,871株
株主数 10,419名

▌株式状況

（2022年12月20日現在、別途記載のない限り）
会社情報
Corporate Data

▌所有者別株式分布（株式数比率）

個人・その他
31.60％

外国人
7.80％

金融機関
32.62％

その他国内法人
17.74％

証券会社
3.00％

自己名義株式
7.24％

▌所有数別株式分布（株主数比率）

5万株以上
0.18％

5千株以上
0.62％

５百株以上
4.12％

1百株未満
5.82％

10万株以上
0.84％

1百株以上
82.74％

1万株以上
0.67％

1千株以上
5.00％

自己名義株式
0.01％

代表取締役社長
CEO 細谷　武俊

取締役 専務執行役員
COO兼リフォーム事業部長 平山　育夫

取締役 顧問 本田　理
取締役（社外取締役） 釘崎　広光
取締役（社外取締役） 白河　桃子
取締役（社外取締役） 戸倉　圭太

取締役および監査役

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)

東京都千代田区丸の内1-3-3
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
https://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（プライム市場）

株主メモ

● 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　
https://www.joyfulhonda.com/

常勤監査役（社外監査役） 岡田　周悟
監査役（社外監査役） 広瀬　史乃
監査役（社外監査役） 小田切弓子

配当について 株主優待制度のご案内
・ 2022年12月20日を基準日とする中間配当金につきましては、1株当たり

23円としております。期末配当金につきましては、1株当たり23円を予
定し、年間配当金は、1株当たり46円を予定しております。

2020年6月期

■（期末）、■（中間）…配当金額（単位：円）　
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連結 単体

※中間配当
を開始

12.5

12.5

合計
25

12

12

合計
24 17.5

13

合計
30.5

合計
46

（予定）

18

合計
33.5

15.5

21

合計
42

21

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、下記記載の各コースの 
いずれかを選択いただけます。

2. 株主優待の内容

保有株式数

優待内容
Aコース Bコース Cコース Dコース

当社商品券 茨城県産米 茨城県特産品
カタログギフト 社会貢献

100株以上
400株未満

2,000円分
（500円券×4枚） 2㎏ 2,000円相当 2,000円分

の寄付

400株以上
2,000株未満

4,000円分
（500円券×8枚） 5㎏ 4,000円相当 4,000円分

の寄付

2,000株以上
4,000株未満

8,000円分
（500円券×16枚） 10㎏ 8,000円相当 8,000円分

の寄付

4,000株以上 16,000円分
（500円券×32枚） 20㎏ 16,000円相当 16,000円分

の寄付

上記に加えて「株主優待不要」の選択肢を設定させていただきます。
株主様ご優待制度ご案内（お申込み手順・ハガキ）の発送は9月中旬と 
なります。
詳細につきましては、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。
https://www.joyfulhonda.info/category/incentives/


