コクヨCSR憲章

会社概要

コクヨの3つの事業領域

コクヨグループのあゆみ

コクヨのCSR

地域社会

環境保全

企業活動

人間尊重

社外からの評価

お客様

会社概要
正式 社名

コクヨ株式会社

英文社名

KOKUYO Co.,Ltd.
〒537-8686大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

本社所在地

TEL(06)6976-1221 (代表）
従業員数

連結6,699名、単体2,014名(2017年12月末現在）

上場市 場

東京証券取引所市場第 一部

資

本 金

158億円

売 上 高

3,156億円（連結2017年1月1日~ 2017年12月31日）

事 業内容

文房具の製造・仕入れ・販売、オフィス家具の製造・仕入れ・販売、
空間デザイン ・ コンサルテ ー ションなど

役員
代表取締役会長
代表取締役社長執行役員

取締役

黒田章裕
黒田英邦
黒田康裕
森川卓也

取締役副会長
取締役グルー プ上席執行役員
取締役グルー プ上席執行役員

宮垣信幸
作田久男
浜田宏

社外取締役
社外取締役
社外取締役
監査役

執行役員

藤原健嗣

社外監査役（常勤）

前田 一年

社外監査役
社外監査役

村田守弘

社長執行役員

黒田英邦
森川卓也

安江英行

グルー プ上席執行役員海外事業本部長
グルー プ上席執行役員経営管理本部長
グルー プ執行役員財務経理本部長
グルー プ執行役員ファニチャ ー 事業本部長
グルー プ執行役員カウネット事業本部長

宮垣信幸
梅田直孝
坂上浩三
高橋健一 郎

（株式会社カウネット代表取締役社長兼務）

グルー プ執行役員ステ ー ショナリ ー 事業本部長

福井正浩

財務デ ー タ推移グラフ
売上高・営業利益率

連結売上高構成比
ファニチャ ー 事業関連
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ステ ー ショナリ ー 事業関連

通販・小売事業関連

34.0%

2017
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※売上高比率は「外部顧客への売上高」で算出しています。
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主要関係会社
国内
【ステーショナリー関運事業】

【販売会社】

•株式会社コクヨ工業滋賀
〒529-1203 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野312番地
TEL: 0749-37-3611

・

コクヨマー ケティング株式会社
〒100-6018 東京都干代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング18階
TEL: 03-5510-3146

•株式会社コクヨMVP
〒680-0945 鳥取県鳥取市湖山町南2丁目201番地
TEL: 0857-28-0241

・

コクヨ北海道 販売株式会社
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目1番7号
TEL: 011-815-5940

・コクヨサプライロジスティクス株式会社
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL: 06-6976-1370

・

コクヨ東北販売株式会社
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区梱岡 4丁目3番10号仙台TB ビル
TEL: 022-292-6594

•石見紙工業株式会社
〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イー378
TEL: 0856-72-0545

・

コクヨ北関東 販売株式会社
〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3172番地48
TEL: 028-656-5561

・

・コクヨエンジニアリング＆テクノロジー 株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎3丁目5番2号エステー ジ大崎5階
TEL: 03-5436-7407

コクヨ北陸新潟販売株式会社
〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2丁目17番地2
TEL: 076-491-5946

・

•株式会社コクヨ ロジテム
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL: 06-6973-9470

コクヨ東 海販売株式会社
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津1丁目4番10号加藤憲ビル
TEL: 052-324-5941

・

コクヨ山陽四国販売株式会社
〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町3番10号岡山ニュ ー シティビル6階
TEL: 086-225-5943

【ファニチャー関連事業】

・ウィルクハ ー ン ・ ジャパン株式会社
〒107-0061 東京都港区北青山3丁目3番5号東京建物青山ビルB1階
TEL: 03-5414-8088

【その他主要子会社】

•株式会社CWファ シリティソリュ ー ション
〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号
TEL: 03-3474-6530

・

ポスタ ルスクウェア株式会社
〒108-0073 東京都港区三田3丁目14番10号三田3丁目MTビル11階
TEL: 03-5439-4701

・

•株式会社カウネット
〒144-8721 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア16階
TEL: 03-6800-5700

コクヨ アンドパー トナー ズ株式会社
〒100-6018 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング18階
TEL: 03-5510-4552

・

•株式会社アクタ ス
〒160-0022 東京都 新宿区 新宿2丁目19番1号 BYGS 新宿ビル12階
TEL: 03-5269-3201

コクヨKハ ー ト株式会社
〒537-0013 大阪市東成区大今里南6丁目8番10号
TEL: 06-6973-9322

・

ハ ー トランド株式会社
〒590-0524 大阪府泉南市幡代 2018番地
TEL: 072-480-0567

・

コクヨファイナンス株式会社
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL: 06-6976-1221

【通販・小売関連事業】

海外
【ステ ーショナリー関運事業】

【ファニチャー関連事業】

・コクヨベトナムCo.,Ltd.
Land Plot B2-B7, Nomura-Haiphong IZ, Km13,
An Duong Dist., Hai Phong City, Vietnam
TEL: +84-225-3743257

・

・コクヨベトナムトレ ー ディングCo.,Ltd.
Land Plot B2-B7, Nomura-Haiphong IZ, Km13,
An Duong Dist., Hai Phong City, Vietnam
TEL: +84-225-3743422

•国誉家具（中国）有限公司
200003上海市黄浦区北京西路7号新金橋r場1F
TEL: +86-21-6141-3001

コクヨ （マレ ー シア）Sdn.Bhd
Lot 79&83, Senawang Industrial Park,
70400 Seremban, NSDK, Malaysia
TEL: +60-6-679-6096

•国誉装飾技術（上海）有眼公司
200003上海市黄浦区北京西路7号新金橋F場1F
TEL: +86-21-6141-3001

・国誉商業（上海）有限公司
200335上海市長寧区金鐘路633号晨訊科技大楼B棟2楼203室
TEL: +86-21-3252-3636
・コクヨ—IK (タイランド） Co.,Ltd.
529 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi SC,
T.Praksa, A.Muang, 5amutprakarn 10280, Thailand
TEL: +66-2-709-4675
・コクヨ カムリン Ltd.
48/2, Hilton House、Central Road, MIDC,
Andheri (East)、Mumbai, 400093, India
TEL: +91-22-6655-7000
・コクヨ リッディペ ー バー プロダクツPvt.,Ltd
Office No. 402, Casablanca, 4th Floor、
Gulmohar Cross Road# 10, JVPD Scheme,
Andheri (W), Mumbai 400049, India
TEL: +91-22-2430-6043

・

コクヨインタ ー ナショナルアジアCo.,Ltd
BF The Sun's Group Centre,
200 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
TEL: +852-2522-3292

・

コクヨインタ ー ナショナル（マレ ー シア） Sdn.Bhd
E-31-08、Menara Suezcap 2, KL Gateway,
No.2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestan,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
TEL: +60-3-2720-2820

・

コクヨインタ ー ナショナル（ タイランド） Co.,Ltd
999/9 The Office at Central World 9th Fl、Unit 912
Rama 1 Rd., Pathumwan Bangkok, 10330, Thailand
TEL: +66-2-264-5100

【その他主要子会社】

・索創物流（上海）有脹公司
201815上海市嘉定区興国路333号B-1庫
TEL: +86-21-5284-9988

•国誉（上海）企業管理有眼公司
200335上海市長寧区金鐘路633号晨訊科技大楼B棟2楼201室
TEL: +86-21-6070-2650

(2018年4月現在）
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