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連結財務ハイライト
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ダイソー ジャンボエンチョー
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親会社株主に帰属する当期純利益または当期純損失（▲）（単位：百万円）

当社の創業は1939年、材木店からのスタートでした。
1974年にホームセンター１号店として富士店を開店して以来、
「世界のDIY業界の中で主要な企業になる」
「どこよりも親切で、誰からも愛される企業になる」
を経営理念に、地域の皆様の暮らしを良くするお手伝いに
努めてまいりました。
現在、ＤＩＹに向けられるお客様の情熱は、
“もっと深く”“もっと豊富”へと変化しています。
私たちも“もっと”知識を深め、“もっと”技術を磨いて
お客様の夢をカタチにするお手伝いと創るよろこびを
お届けしたいと考えています。

代表取締役



トップメッセージ

トピックス

　株主の皆様には平素より格別のご高配とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。
　このたびの新型コロナウイルスの感染拡大による店舗の休業や営業時間短縮等により、皆様には多大なるご迷惑
とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。また、罹患された皆様には心よりお見舞いを申しあ
げますとともに、一日も早いご快復をお祈り申しあげます。
　当社グループの第59期の営業概況のご報告ならびに定時株主総会決議ご通知をお届けいたします。
　当社グループの第59期は、自然災害の被害甚大化、新型コロナウイルス感染リスクの拡大等により、先行きの不
確実感が続き、個人消費は不安定な状況で推移しました。
　このような状況のなかで当社グループは『生活のインフラ』として、ホームセンターでは地域ごとに異なる顧客
視点での個店対応、定番商品売場の活性化を進め、専門店では新規出店による店舗網の拡大を図りました。また㈱
エンチョー創業80周年を記念した販促企画を実施し、サービスの充実に努めました。店舗につきましては、2019年
６月に「ハードストック島田」「スウェン焼津店」を、同年11月に「ハードストック富士」を新設オープンいたしま
した。また2020年２月には「ジャンボエンチョー藤枝店」の屋外売場にエクステリアセンターを開設いたしました。
　今後の課題といたしまして、「収益力の向上」「在庫の適正化」「働き方改革」を中期経営計画の三本柱に、引き
続き当社グループの企業価値向上に努めてまいります。
　株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

2020年６月

ハードストック富士オープン

　2019年11月１日、「ハードストック富士」を静岡県
富士市に新装オープンいたしました。
　「ハードストック富士」は当社創業の地である富士市
において待望の初出店であり、国道１号線沿いというア
クセスの良さから、各分野の業者様、個人事業主様はも
ちろん、地域のお客様にご満足いただけるハードウェア
専門店を目指してまいります。
　広々とした通路、解放感溢れる天井高を確保した店内
は、建築金物や道具・工具を専門的に品揃えし、良質な
一流メーカー品やブランド商品、各種パーツ、消耗資材
をリーズナブルな価格で提供しております。

ジャンボエンチョー藤枝店　エクステリア館オープン

　2020年２月５日、ジャンボエンチョー藤枝店隣接地
に、約430坪のエクステリア館をオープンしました。
テーマは“レジャー＆ホビー”。単なる収納庫の陳列にと
どまらず、『趣味を満喫するためのガレージ』『自宅の庭
でアウトドア』『ペットと暮らす』など、様々なライフス
タイルニーズを実現するオリジナルのエクステリア活用
プランを提案しています。

◀�カジュアルなワークウエア
も充実

▶�広々とした
スペースで
ゆったり

▶�広々とした通路を確保し、�
買物環境を向上

◀�レジャー＆�
ホビーが�
テーマ

第26回 エンチョーＤＩＹグランプリ決定！
　2月22日（土）と23日（日）の２日間、富士山めっせで「2020エンチョーＤＩＹ祭り」を開催しました。会場正面にはＤＩＹグランプリの作

品45点が一堂に展示され、隣接した41のイベントスペースではさまざまな実演体験や販売が行われました。またステージでは、お楽しみ

抽選会、ＤＩＹグランプリの表彰式のほか、プロのパフォーマーによるステージイベントが行われ、多くの来場者で賑わいました。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

会社の概要
商　　号�……株式会社エンチョー（ENCHO�CO.,LTD）
設　　立�……1962年7月19日
本　　店�……��静岡県富士市中央町二丁目12番12号（〒417-0052）
資 本 金�……29億295万円
従業員数�……��454名（連結）、406名（単体） 出向者、準社員、パートタイマー

等を除く
事業目的�……��ＤＩＹ用品（木材、住設、塗料、工具等）、園芸・ペット・カーレジャー

用品（園芸、エクステリア、ペット、カー用品、レジャー用品等）、家
庭用品（日用品、インテリア、収納用品、電気用品等）の販売、住宅
のリフォーム請負

子 会 社……��株式会社ジャンボ、株式会社システック、�
株式会社ジェイ・イー・サービス

その他の法人
3,060,411株（44.63％）

金融商品取引業者
2,753株（0.04％）

金融機関
785,215株（11.45％）

自己株式
19,341株（0.28％）

個人・その他
2,989,377株（43.59％）

外国法人等
400株（0.01％）

所有者別株式数

発行可能株式総数…………………………………………… 12,000,000株
発行済株式の総数………………………………………………6,857,497株
株主数………………………………………………………………… 1,175名

株式の状況

大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社無量寿 1,515 22.16
エンチョー共栄会 1,180 17.26
ナイス株式会社 617 9.03
株式会社三井住友銀行 333 4.87
エンチョー従業員持株会 263 3.86
遠藤健夫 205 3.01
遠藤敏東 203 2.98
山種不動産株式会社 116 1.70
株式会社三菱UFJ銀行 91 1.33
株式会社静岡銀行 88 1.29
（注）１．持株比率は自己株式（19,341株）を控除して計算しております。

２．すてきナイスグループ株式会社は、2020年３月31日付でナイス株式会社に商号変更しております。

株主メモ
事業年度 4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1　電話0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告により行う
公告掲載URL https://www.encho.co.jp/ir/ectaison.html

（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
1．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されてい
る口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社
等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんので
ご注意ください。

2．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座
管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合
せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

企業情報　（2020年3月31日現在）

専門店事業

　アウトドアショップにお
いてキャンプ用品が大き
く伸長したほか、ブランド
ウェアカテゴリ等の販売
が増加しました。

ホームセンター事業
▌売上高
292 億 55 百万円
前年同期比94.3％

▌売上高
67 億 03 百万円

前年同期比110.5％
■ DIY用品 ■

　木材では工作材・組立材などDIY用の素材、住設ではガス器や屋根材の販売が
減少しましたが、台風による停電対策・非常時の電源確保のための発電機や、建物
被害の応急措置を目的とした養生テープなど、防災関連商材が伸長しました。

▌売上高 9,254百万円 前年同期比 94.5％

■ 家庭用品 ■

　日用品、雑貨関連では、消費税増税後は販売が落ち込みましたが、ウイ
ルス感染予防関連で衛生用品は販売数が大きく増加しました。冷夏、暖冬
の影響により、インテリア・冷暖房の季節商材は販売数が減少しました。

▌売上高     9,773百万円 前年同期比 93.1％

■ 園芸・ペット・カーレジャー用品 ■

　春期の天候不順により、用土・肥料や園芸資材、園芸植物の販売は減少
しましたが、除草剤、園芸機械など庭を管理するための商品群は販売が伸
長しました。飼育頭数が減少傾向にある犬猫はフードや関連商品で販売
が減少しましたが、小動物生体、バーベキュー用品は販売が増加しました。

▌売上高     10,227百万円 前年同期比 95.4％ その他の事業

　その他の事業には、ソフトウェアの開発・販売事業、ビルメンテナン
ス業務の受託事業、ならびに木材およびＤＩＹ関連商品の卸売事業、
ショッピングセンターの運営管理等が含まれております。このうち、ソ
フトウェアの開発・販売事業、木材の卸売販売等が伸長しました。

▌売上高
10 億 77 百万円

前年同期比106.8％

事業別の概況

株主優待制度のご案内

持株数 株主ご優待券
500株～999株 12,000円の優待券（200円券×60枚）
1,000株～1,499株 24,000円の優待券（200円券×120枚）
1,500株～1,999株 36,000円の優待券（200円券×180枚）
2,000株～2,499株 48,000円の優待券（200円券×240枚）
2,500株以上 60,000円の優待券（200円券×300枚）
＊当社店舗（ダイソー店舗除く）ご利用時に、現金、クレジット、お買物券によるお支払額2,000円
以上のお買上げにつき2,000円毎各1枚ご利用いただけます。

＊「株主ご優待券」をご利用になれない株主様には贈呈した「株主ご優待券」を当社指定優待品と
お引き換えいたします。

　当社は株主の皆様のご支援にお応えするため、年1回、株主優待制度を実
施しております。
　対象となる株主様：3月末時点の株主名簿に記載または記録されている
当社株式500株以上を保有している株主様。
株主ご優待券の贈呈基準



（注）�１．カーサアピタ富士吉原店は、2019年９月20日付で閉店しました。
� ２．ジャンボエンチョー相良店は、2019年９月30日付で閉店しました。

� ３．ジャンボエンチョー蟹江店は、2020年２月16日付で閉店しました。
� ４．�ジャンボエンチョー高蔵寺店は、2020年３月16日付で業態変更のため閉店し、2020年�

５月15日、ズースクエア高蔵寺店、スウェン高蔵寺店を併設して開店しました。

ネットワーク　（2020年６月26日現在）

店　舗
神奈川県
カーサ�リコ�ボーノ相模大野店
静岡県　東部
ジャンボエンチョー富士店
ジャンボエンチョー沼津店
ジャンボエンチョー富士西店
ジャンボエンチョー富士宮店
ジャンボエンチョー御殿場店
ホームアシスト
ハードストック沼津
ハードストック富士（2019年11月１日開店）
カーサ�駿東店
カーサ�富士店
スウェン�三島店
スウェン�クロスガーデン富士中央店
スウェン�イオンモール富士宮店
ダイソージャンボエンチョー富士店
静岡県　中部
ジャンボエンチョー静岡店
ジャンボエンチョー清水店
ジャンボエンチョー藤枝店
ジャンボエンチョー清水鳥坂店

ジャンボエンチョー下川原店
ジャンボエンチョー島田店
ホームアシスト清水駒越店
ハードストック焼津
ハードストック吉田
ハードストック静岡
ハードストック島田（2019年６月18日開店）
ズースクエア静岡店
スウェン�清水店
スウェン�焼津店（2019年６月27日開店）
カーサ＆スウェン�島田店
静岡県　西部
ジャンボエンチョー掛川店
ジャンボエンチョー浜松店
ジャンボエンチョー浜松南店
ジャンボエンチョー菊川店
ジャンボエンチョー湖西店
ジャンボエンチョー磐田店
ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店
ハードストック浜松
ハードストック浜松早出
スウェン�浜松店
スウェン�袋井店
カーサ＆スウェン�イオンモール浜松市野店
ダイソージャンボエンチョー浜松南店

愛知県
ジャンボエンチョー鳴海店
ジャンボエンチョー岡崎店
ジャンボエンチョー豊橋神野店
ハードストック豊田
ハードストック豊橋（2020年５月27日開店）
ズースクエア高蔵寺店（2020年５月15日開店）
スウェン�エアポートウォーク名古屋店
スウェン�ヒルズウォーク徳重店
スウェン�ラグーナ蒲郡店
スウェン�ナディアパーク栄店
スウェン�豊田店
スウェン�高蔵寺店（2020年５月15日開店）

ショッピングセンター
静岡県
ベイドリーム清水

証券コード　8208
2020年６月26日

株　主　各　位
静岡県富士市中央町二丁目12番12号

取 締 役 社 長　遠　藤　秀　男
第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので
ご通知申しあげます。

敬　具
記

報告事項 １．第59期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類なら
びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたし
ました。

２．第59期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
   　　 議案 取締役７名選任の件

本件は、原案どおり遠藤健夫、長谷川英一、遠藤秀男、小野田智則、貫名信行、�
中村晴隆、仁瓶眞平の７氏が選任され、就任いたしました。 以　上

役　 員　（2020年6月26日現在）

　2020年６月26日株主総会後の取締役会にて当社役員の新陣
営は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

社長交代のごあいさつ
　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し
あげます。
　この度６月26日付で、代表取締役社長でありました遠藤健夫が代表
取締役会長に、常務取締役でありました遠藤秀男が代表取締役社長
に就任いたしました。
　当社を取り巻く経営環境は厳しい状況ではありますが、これまで
以上に組織の活性化と迅速な経営判断を行い、さらなる成長を目指
していく所存です。
　株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますようよろし
くお願いいたします。

2020年６月

代表取締役会長
遠　藤　健　夫

代表取締役社長
遠　藤　秀　男

代表取締役
取締役会長 遠 藤 健 夫

代表取締役
取締役社長 遠 藤 秀 男

常務取締役 長谷川　英　一

取 締 役 小野田　智　則

取 締 役 貫 名 信 行

取 締 役 中 村 晴 隆

社外取締役 仁 瓶 眞 平

常勤監査役 望 月 　 学

社外監査役 吉 田 龍 美

社外監査役 新 保 昌 義

執 行 役 員 佐 野 憲 作

執 行 役 員 岩 城 陽 介


