
業態戦略　 地域別実績・店舗展開 

幅広い品揃え、地域密着型のホームセンターです。お値打ち

価格で役に立つ生活必需品をお届けすることでお客様の利

便性を追求するとともに、DIY、ガーデニングなどでの余暇の

活用により生活に彩りを添え、快適な住まいの実現を後押し

しています。また近年では駅前の複合商業施設内に出店する

など新たな取組みも行っています。

お客様の幅広いニーズに応える、
コーナンの業態戦略

お客様の利便性を第一に考えた、
店づくり・サポート体制

コーナン商事株式会社

ホームセンター

証券コード7516

第46期
　　　　　　　　　　　　　　　　中間報告書 （2022年3月1日～2022年8月31日）

●株主・投資家の皆様へ

証券コード7516

2022年７月にオープンした品川旗の台店（東京オフィス併設）

コーナン商事　沿革　
株主の皆様へ
第46期第2四半期
（2022年3月1日～2022年8月31日）の事業の状況

事業年度

定時株主総会

基準日

　定時株主総会 

　期末配当金

 中間配当金

単元株式数

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関
株主名簿管理人
事務取扱場所

（郵便物送付先）

（電話照会先）

（インターネット
ホームページURL）

公告の方法

上場金融商品取引所

毎年3月1日から翌年2月末日まで

毎年5月開催

毎年2月末日

毎年2月末日

毎年8月31日

100株

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社   証券代行部

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　  0120-782-031

https://www.smtb.jp/personal/
procedure/agency/

電子公告により行う。但し、やむを得ない事由
が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。

東京証券取引所プライム市場

株主メモ

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用さ
れていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住
友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設してお
ります。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出
は、上記の電話照会先にお願いいたします。

【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】
証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行株式会社
ではお手続ができませんので、取引証券会社へご照会ください。
証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご
連絡ください。

会社概要
商         号
　

本         店

本社事務
　

設立年月日

資本金

事業内容
　

主な取引銀行
　

役員疋田　直太郎
加藤高明
成田　幸夫
榊枝　　　守
田中美博
村上　文彦
窪山　　　満
小松　和城
浦田俊一
似鳥　昭雄
田端　　　晃
太田垣　啓一
中澤孝志
片山　博臣
山中　千佳
野村　明弘
田上　計美
奥田　純司
小倉　健之亮
藤本　光二

取扱場所

コーナン商事株式会社
（英訳名　KOHNAN SHOJI CO.,LTD.）

大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号   
TEL（06）6397-1621（代）

1978年9月20日

176億58百万円

ホームセンター事業、建築職人向け小売業
および会員制建築資材卸売業

みずほ銀行、三井住友銀行、紀陽銀行、
三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行

代表取締役社長
常務取締役上席執行役員
常務取締役上席執行役員
常務取締役上席執行役員
取締役上席執行役員
取締役上席執行役員
取締役上席執行役員
取締役上席執行役員
取締役上席執行役員
社外取締役
社外取締役
社外取締役
社外取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役
社外監査役
　

ホームページ
当社ホームページでは、決算短信をはじめ、月次売上
動向やニュースリリース等のＩＲ情報を掲載しております。
https://www.hc-kohnan.com/

お問い合わせ先

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
TEL.（06）6397-1622（ダイヤルイン）
Ｅ-mail  IR＠hc-kohnan.co.jp

コーナン商事株式会社ＩＲ広報室

無料でダウンロードでき、簡単な操作でチラシや
お得な情報の閲覧はもちろん、店舗検索や、ネットでの
商品注文もご利用いただけます。2022年６月のアプリ
リニューアルにより、更に便利になりました。

コーナンアプリ

■iPhone・iPad推奨OS：iOS12.0以上
■Android推奨OS：Android6.0以上
※アプリご使用時の通信料はお客様の負担とな
ります。
※iPhone、iPadは米国および他の国々で登録さ
れたApple Inc.の商標です。
※「Android」「Google Play」は
　Google Inc.の商標または登録商標です。 詳しくはこちらをご覧下さい

・コーナン商事株式会社設立
・近畿圏のホームセンターの草分けとして第１号店「泉北店」を
  堺市に開店
・日本DIY協会に加盟
・大阪証券取引所第二部に上場
・海外商品直輸入を開始
・「コーナンPRO」１号店を東淀川菅原店に別館併設
・大阪証券取引所第一部に上場
・東京証券取引所第一部に上場
・関東に初出店(「保土ヶ谷星川店」、「本羽田萩中店」)
・Web-shopサイト「コーナンeショップ」営業開始
・関東にＰＲＯを初出店（「ＰＲＯ港北インター店」）
・東北にＨＣを初出店（「あすと長町店」）
・疋田　直太郎が代表取締役社長に就任
・中期経営計画～大好きや！！コーナン2017～を策定し、
  ツインターボ大作戦スタート
・消費税免税サービスを開始（「ハーバーランド店」）
・中国ＥＣサイト「天猫国際」へ出店
・海外に初出店（「コーナンベトナム　ビンタン店」）
・株式会社ビーバートザンを子会社化
・法人企業様向け「コーナンコーポレートカード」運用開始
・創業40周年を迎える
・第2次中期経営計画～もっと大好きや！！コーナン～アクセルオン
大作戦を策定
・「株式会社ホームインプルーブメントひろせ」と資本業務提携
・「コーナンPay」運用開始
・「楽天ポイントカード」を導入
・長期ビジョン「New Stage 2025」を策定
・株式会社建デポを子会社化
・神奈川県川崎市の「川崎ベイ流通センター」稼動開始
・ドイト株式会社のホームセンター事業及びリフォーム事業を承継
・本社を新大阪に移転    
・岡山県赤磐市の「岡山流通センター」稼働開始
・「CAMP DEPOT」第1号店オープン
・第3次中期経営計画～ずっと大好きや ！！コーナン～これからも
あなたにぴったりを策定
・コーナングループ500店舗を達成
・カンボジア王国に子会社設立
・新市場区分「プライム市場」へ移行
・全額出資子会社「コーナンビジネスイノベーション株式会社」設立

1978年度

1986年度
1996年度
2000年度

2001年度
2003年度

2012年度
2013年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

コーナンのリフォームコーナーでは、
住宅設備の取替え工事や、カーポー
ト・テラスなどのエクステリア工事に
ついてさまざまなご相談にお応えして
います。また有資格者が在籍するカス
タムリフォームコーナーを拡大し、個々の住空間やご希望に合わ
せた特別なリフォームの提供を目指しています。

法人営業部では官公庁・法人企業様に対しホームセンターなら
ではの品揃えを活かしたご提案をしております。法人企業様
向け掛購入カードの「コーナンコーポレートカード」も皆様に
ご好評を頂いております。

（2022年8月31日現在）

コーナンリフォーム

法人営業

代表取締役社長　疋田　直太郎

ぐりーんうぉーく多摩店に新設された
カスタムリフォームコーナー

https://www.hc-kohnan.com/reform/

ECサイトの「コーナンeショップ」では、全国のお客様にお買い物を
楽しんで頂いております。2022年10月にサイトをリニューアル
し、お客様がより見やすく快適にご利用頂けるようになりました。

■コーナンビジネスイノベーション株式会社　店舗作業支援などの総合サービス業
　https://www.hc-kohnan.com/corporate/group_companies/kbi

海外グループ会社

「見奈良店」（愛媛県東温市）2022年４月オープン

プロのお客様の厳しい目に応える専門性の高い資材、塗料、

作業用品などを幅広く品揃えするプロ向け専門店です。近年は

売場面積300坪～ 500坪クラスの小型店の出店も強化し、

都市部でも出店しやすい店作りで幅広い店舗展開を行ってい

ます。

PRO

2022年8月末 183店舗2022年8月末 330店舗

「PRO三鷹東八店」（東京都三鷹市）2022年３月オープン

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。第46期第2四半期までの概況についてご報告申

し上げます。

　当期の実績は前年までの新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う外出制限がなくなり、行楽地や旅行などに多くの方

が外出されたことなどによる客数の減少もあり、計画を下

回る結果となりました。また、為替相場の急激な円安進行、原

材料費の高騰及び海上運賃の上昇などによる輸入コストの増

加、原油高による水道光熱費の上昇などが、売上総利益以下各

利益項目を大きく押し下げる要因となりました。一方で、建築

需要の回復を受け、リフォーム工事や建築職人向けのPRO業

態は、引き続き好調に推移いたしました。

　結果として、コーナングループ連結で、売上高は2,143億

24百万円（前年同期比0.3％増、計画比2.1％減）、売上総利益

は812億32百万円（同1.3％減、同4.2％減）、営業利益は

134億99百万円（同15.9％減、同16.7％減）、経常利益は

127億96百万円（同15.7％減、同16.4％減）、当期純利益は

85億22百万円（同15.9％減、同13.9％減）となり、売上高

は前年同期を超えたものの、各利益項目におきましては、前年

同期を下回りました。また、第3四半期以降も、同傾向は継続

するとの見通しから、通期の業績予想に関しましても、下方修

正いたしました。期初の計画数値を下回る発表となり、株主の

皆様には、お詫び申し上げます。詳細の修正数値に関しまして

は、本中間報告書内の「第46期 計画」をご覧いただきますよ

うお願い申し上げます。なお、当期より「収益認識に関する会

計基準」等を適用しており、前年同期比は、前年度の実績に新

しい会計基準を適用したと仮定して算出しております。

　新規出店につきましては、ホームセンターを5店舗、コーナ

ンPROを5店舗、CAMP DEPOTを2店舗、建デポを3店舗、

ビーバーPROを1店舗、コーナンベトナムを2店舗、コーナ

ンカンボジアを1店舗の計19店舗をオープンしたため、当第

2四半期末時点のグループ店舗数は521店舗となりました。

　当期は、長期ビジョン“New Stage 2025”の実現に向けて、

第3次中期経営計画の2年目となります。不安定な経済状況の

もと、マイナス要因も多くありますが、当社の強みであるPRO

業態の強化とPB商品の開発を一層進め、海外事業にも注力し

つつ、DXを活用した生産性の向上により人件費などの経費コ

ントロールを確実に行い、売上・利益計画の達成を目指してま

いります。

　当社は、株主の皆様に対する利益の還元を経営上の重要課題

の一つとして位置づけ、業績の見通し、事業活動への投資、財務

健全性などを総合的に判断しながら、長期にわたって安定した

配当を実施することを基本方針としております。この方針のも

と、当期の1株当たり中間配当は、4月に公表した通り、前期末

より10円増配し45円といたしました。期末配当につきまし

ても同様の45円とし、年間の配当額は、前期より20円増配し、

90円の予定とさせていただきます。これにより9期連続の増

配となる予定です。また、自己株式の取得におきましても、公表

通り8月末時点で、約40億円、1,085,100株（自己株除く発

行済株式数の3.46％）の取得を行いました。これにより、今期、

総還元性向は50％を超える見込みです。株主還元の目標とし

ましては、第3次中期経営計画期間中（2021-2025）において、

総還元性向30％以上、ＤＯＥ（株主資本配当率）2.0％を目指し

てまいります。引き続き、投資計画および財務の健全性維持な

どを総合的に勘案して利益還元を継続してまいります。

　株主の皆様におかれましては、引き続き絶大なるご支援を賜

りますよう、心よりお願い申し上げます。

■株式会社建デポ
　会員制建築資材卸売店舗の運営
　https://kendepot.co.jp/

■株式会社ビーバートザン
　神奈川県西部を中心としたホームセンター運営
　https://www.beavertozan.com/

■コーナンベトナム　ベトナムでのホームセンター運営
https://www.hc-kohnan.com/corporate/group_companies/vietnam/

■コーナン（カンボジア）　カンボジアでのホームセンター運営
https://www.hc-kohnan.com/corporate/group_companies/cambodia/

2020年9月にキャンプ専門店の新業態である「CAMP 
DEPOT」第1号店をオープン致しました。キャンプ初中級者
をターゲットとしたリーズナブルな商品を展開するととも
に、趣味性の高い商品を取り揃え、お客様から大変ご好評を
頂いております。

内、ビーバートザン6店舗、コーナンベトナム10店舗、コーナンカンボジア1店舗

コーナン
グループ
一覧

内、ビーバープロ5店舗、建デポ71店舗

株主還元の充実

https://www.hc-kohnan.com/business/

eショップCAMP　DEPOT

サービス・サポート体制 

■店舗数構成比（2022年8月末）

近畿
234店舗  
44.9％

　総店舗数：
　521店舗
　（2022年8月末）

関東
127店舗
24.4％

中国 28店舗　
           5.4％

四国 54店舗　
           10.3％

東海 38店舗　
           7.3％ 

東北・北海道  

海外  11店舗  
          2.1％

  九州 17店舗　
              3.3％

  12店舗　
   2.3％

■売上高構成比（2022年8月末）

近畿
49.1％

関東
29.2％

東海  6.2％

四国  5.7％

中国  4.8％

九州  2.5％
　　 

東北・北海道  1.9％ 

海外  0.6％

�

 521店舗2022年8月末   総店舗数

■店舗数の推移
ＰＲＯ業態
ホームセンター業態

�

「CAMP DEPOT姫路網干店」（兵庫県姫路市）2022年４月オープン

ホームセンター ＰＲＯ CAMP DEPOT

2022年8月末521店舗
（今期：出店19店舗　退店0店舗）

PRO
国
内

海
外

510店舗

11店舗

313店舗
（出店5、退店0）

（出店2、退店0）

（出店16、退店0）

（出店3、退店0）

（出店5、退店0） （出店1、退店0）

【ベトナム】

10店舗
（出店1、退店0）

【カンボジア】

1店舗

（出店3、退店0） （出店2、退店0）

6店舗
（出店0、退店0）

107店舗 5店舗 71店舗 8店舗

※店舗数は2022年8月31日現在

コーナンリフォームにおいて、水栓や洗面化粧台など一部の取付工事がWEBで申込可能
になりました。また、公式WEBサイトの 「バーチャル・ショールーム」で店舗のカスタム
リフォームコーナーの様子をWEB上で閲覧することが可能です。

リフォームサービス

商品のお取り置き、在庫の確認をお電
話で承ります。詳しくは、お近くの店
舗にお問い合わせください。
（一部対応できない商品がございます。）

その他のサービス

薬店　107店舗
薬剤師または登録販売者が在籍しております。ホームセンター
内にある本格的薬店として、ご好評頂いております。

100円SHOP　109店舗
お客様の利便性を更に高める一環として100円SHOPを展開し
ております。（店舗数にはテナントを含んでおります。）

商品お取り置きサービス　ホームセンターコーナン全店舗

コンビニサポート　140店舗
コーナンでご購入頂いた商品の取
付・組立サービス（有料）です。

ＤＩＹラボ　70店舗
無料で使えるオシャレな工作ス
ペースとしてお客様に便利にご利
用頂いております。

コーナンどうぶつ病院　6店舗
ホームセンター店内の動物病院で
す。店内に病院があるので、ペッ
トの健康やしつけ相談などだけで
も、お客様が気軽に足を運びやす
い場所になっています。 

2019年4月より、チャージ式電子マネー「コーナンPay」及び共
通ポイントサービス「楽天ポイントカード」を導入しております。
随時キャンペーン等を実施し、お客様からご好評を頂いておりま
す。また、楽天ポイントカードについては新たにビーバートザンも
導入し、現在コーナン及びビーバートザン全店でご利用可能です。

コーナンPay・楽天ポイントカード

2019/2 ’20/2 ’21/2 ’22/2 ’22/8中間期

コーナン
ベトナム 10

コーナン
カンボジア 1

ビーバートザン 6
CAMP  
DEPOT  8

ビーバープロ 5

502

356

281

75

453

300

153

481

313

168

328

174

521

ホームセンター
コーナン　
313

建デポ 71

コーナンＰＲＯ
107

https://www.kohnan-eshop.com/shop/

2022年8月末  8店舗

コーナンeショップ掲載情報の充実
コーナンeショップでは、商品紹介ページにて使用シーンを
イメージしやすい写真や商品の特長についての説明などを充実
させており、2022年10月には全面リニューアルにより更に便
利な機能が追加されました。また、当社公式SNS（Instagram、
Facebook、Twitter、LINE）やYouTubeとの連携も強化し、お客
様にとってより便利なECサイトを目指しております。 

■2022年度上半期（2022年3月～2022年8月）店舗新設状況

事業所名（所在地） 開店年月日

■2022年度下半期（2022年9月～2023年2月）店舗新設予定

事業所名（所在地） 開店年月日

●イオン海浜幕張店
●PRO高知青柳店
●三田対中店
●西条店
●チップモン店
●PRO府中甲州街道店
●CAMP DEPOTイオン天王町店
●PRO W＆T岸和田競輪場前店
●マーサ21店
●ホームセンター
●PRO
●PRO＋ホームセンター
●建デポ
●コーナンベトナム

2022年  9月  7日
2022年  9月13日
2022年  9月14日
2022年  9月17日
2022年10月  9日
2022年10月12日
2022年10月18日
2022年10月18日
2022年10月19日
2022年度
2022年度
2022年度
2022年度
2022年度

2022年  3月  9日
2022年  3月16日
2022年  3月25日
2022年  4月13日
2022年  4月15日
2022年  4月20日
2022年  4月27日
2022年  4月28日
2022年  6月  8日
2022年  6月14日
2022年  6月15日
2022年  7月  1日
2022年  7月  1日
2022年  7月  6日
2022年  7月  8日
2022年  7月27日
2022年  8月  9日
2022年  8月10日
2022年  8月19日

●PRO三鷹東八店
●ビーバープロ経堂店
●豊田T-FACE店
●見奈良店
●CAMP DEPOT姫路網干店 
●PRO城南片江店
●八王子オクトーレ店
●スマートシティ店
●PRO天山店
●建デポ川口芝店
●沖浜店
●センソックシティ店
●ロンビエン店
●建デポ福岡原店
●CAMP DEPOT大和店
●品川旗の台店
●PRO世田谷八幡山店
●建デポ草加八幡店
●PRO尼崎下坂部店

（東京都三鷹市）
（東京都世田谷区）
（愛知県豊田市）
（愛媛県東温市）
（兵庫県姫路市）
（福岡市城南区）
（東京都八王子市）
（ベトナム　ハノイ）
（愛媛県松山市）
（埼玉県川口市）
（徳島県徳島市）
（カンボジアプノンペン）
（ベトナム　ハノイ）
（福岡市早良区）
（神奈川県大和市）
（東京都品川区）
（東京都世田谷区）
（埼玉県草加市）
（兵庫県尼崎市）

（千葉市美浜区）
（高知県高知市）
（兵庫県三田市）
（愛媛県西条市）
（カンボジアプノンペン）
（東京都府中市）
（横浜市保土ヶ谷区）
（大阪府岸和田市）
（岐阜県岐阜市）
（大阪府泉佐野市）
（福岡県北九州市他）
（埼玉県越谷市他）
（福岡県福岡市他）
（ホーチミン）

2022年７月、カンボジア王国に１号店
の「センソックシティ店」をオープン致
しました。ベトナムに続き２ヵ国目の海
外進出となりました。ベトナムにおいて
も今期新たに２店舗をオープン致しま
した。今後も更なる事業規模拡大を目
指してまいります。

2022年10月、全額出資子会社の「コーナンビジネスイノベーション
株式会社」を設立致しました。現在アウトソーシングしている店舗作業の
一部内製化やPOS（販売時点情報管理）データを活用したマーケティン
グ事業等を行います。

「センソックシティ店」（カンボジア プノン
ペン）2022年7月オープン

株式会社建デポは首都圏を中
心に展開するプロ顧客向け会
員制建築資材卸売業です。
2019年6月に同社を当社グル
ープに迎え入れ、とりわけ首都
圏におけるプロ業態の店舗網
が大いに充実し、2022年度の

上期には新店も３店舗オープンしました。今後も売上ならびに安定
収益を確保し、より一層当社グループのシナジー効果を創出でき
るよう継続的努力をしてまいります。

建デポ ビーバートザン

KBI

株式会社ビーバートザンは
神奈川県西部を中心に地
域密着型のホームセンター
店舗とＰＲＯ店舗を展開し、
小田急沿線の住民の方をは
じめ、広く消費者の皆様と
プロ職人の皆様方のご支持

を受けております。なお、2022年９月20日に公表の通り、
2023年３月１日を効力発生日として当社が簡易吸収合併致します。




