
株 主 優 待 情 報 当社株式の保有内容に応じ、1枚あたり1,000円のお買物優待券を贈呈いたします。

●ビックカメラ、コジマ、ソフマップの店舗でご利用できます
●ビックカメラとソフマップの通販サイトでご利用できます
※インターネット通販でのご利用方法の詳細は、ご利用の通販サイトでご確認ください。

●お買物優待券のご利用金額分については、
　当社グループのポイントは付きません。
●有効期限を過ぎたお買物優待券はご利用できません。

ご利用の
際の

ご注意点

ご優待内容
株主優待制度 所有株式数・保有期間 2月末日（基準日）8月末日（基準日）

所有株式数に
応じた株主優待

100株以上500株未満 2,000円 1,000円
500株以上1,000株未満 3,000円 2,000円
1,000株以上10,000株未満 5,000円 5,000円
10,000株以上 25,000円 25,000円

保有期間に
応じた株主優待

1年以上2年未満継続保有（100株以上）
半期ベースの株主名簿に同一株主番号で
連続3回または4回の記録または記載

— 1,000円

2年以上継続保有（100株以上）
半期ベースの株主名簿に同一株主番号で
連続5回以上の記録または記載

— 2,000円

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
証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒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

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店
みずほ信託銀行株式会社
　本店および全国各支店
みずほ証券株式会社
　本店および全国各支店

ご注意
未払配当金の支払、支払明細発行
については、右の「特別口座の場
合」の郵便物送付先・電話お問い合
わせ先・お取扱店をご利用ください。

電子化前に名義書換を失念して、お手
元に他人名義の株券がある場合は至
急ご連絡ください。

株主メモ
証券コー ド 3048
事業年度 毎年9月1日〜翌年8月31日
剰余金の配当基準日 2月末日、8月31日
定時株主総会 毎年11月
株式の売買単位 100株
株主名簿管理人および
特別口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

公告方法
電子公告により当社ホームページにて掲載します。

（http://www.biccamera.co.jp/ir/library/index4.html）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をす
ることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

※当社は2014年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり情報および配当金に関しましては、各期を比較しやすいように分割考慮後の金額を記載しております。
※2015年8月期第1四半期より会計方針の変更及び表示方法の変更を行っております。2014年8月期については、当該会計方針の変更及び表示方法の変更を反映した遡及適用・組替後の数値を記載しております。環境に配慮したFSCR認証紙と植物油インキを使用しています。電話 03-3987-8785（受付時間/平日9：00〜18：00）E-Mail ir@biccamera.com

東京都豊島区高田三丁目23番23号

株式会社ビックカメラ 広報・IR部
［企業に関するお問い合わせ先］
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証券コード：3048 JPX日経インデックス400構成銘柄

代表取締役社長
宮嶋 宏幸

NEWS & 
TOPICS

▪ 楽天とビックカメラ、家電領域における
 　新サービスを共同で開始！
▪ ホームセンターの品揃えをビックカメラ・ドットコムで実現！
▪ ビックカメラ船橋東武店オープン！

Business Report

　このたび、株主の皆様への利益還元および資
本効率の向上のため、発行済み株式総数の
5.33％に当たる上限1,000万株、最大149億円
の自己株式の取得の実施を決定いたしました。

　当期の上半期（2017年9月1日〜2018年2月
28日）も接客力・専門性の向上、新規事業の拡大
およびアフターサービスの強化に取り組むと同
時に、生産性の向上に向け、当社グループのシス
テム統合効果の最大化および物流改革に取り組
んでまいりました。また、オムニチャネルを含む
インターネット通販事業の強化に取り組んでま
いりました。
　店舗展開では、昨年9月に「ビックカメラ京王
調布店」、11月に「ビックカメラ船橋東武店」を
出店したほか、当社の品揃えを活かした新形態
の店舗として、玩具専門店の「ビックトイズ プ

自己株式の取得について

2つのビックカメラが開店、新形態店舗も出店

　かねてより取り組んでまいりましたビックカ
メラ、コジマ、ソフマップの物流拠点の統合が、
昨年11月に完了いたしました。これまで首都圏
に点在していた7つの物流拠点が2つに集約さ
れることにより、コスト低減効果のほか、配送
サービスの品質向上等が実現し、さらなる店舗
展開やインターネット通販の拡大につながるも
のと見込んでおります。
　このほか、これまで当社がインターネット通
販モールの「楽天市場」に出店し運営していた

「ビックカメラ楽天市場店」を、本年4月に、楽天
株式会社様と当社との共同出資会社が運営する

「楽天ビック」として刷新し、新たなサービスの
提供を開始いたしました。
　今後も引き続き、販売力の強化、および生産性
の向上に努めてまいりますので、株主の皆様に
おかれましては、一層のご支援、ご鞭撻を賜りま
すよう、心よりお願い申し上げます。　　　 以上

ライムツリー赤池店」、医薬品、化粧品や日用雑
貨を中心とした品揃えの「ビックカメラセレク
ト原宿店」をそれぞれ11月に開店いたしました。
また、グループ会社のコジマが2店舗の出店をす
るなど店舗網を拡大し、販売力の強化に努めて
まいりました。

　当期の上半期は、売上高が、当期に開店した新
店に加え前期に開店した新店が貢献したほか、
インターネット通販が拡大したことなどにより、
前年同期比107.7％の4,150億63百万円となり
ました。営業利益は、増収および粗利益率の改善
等により、前年同期比142.7％の133億47百万
円 と な り ま し た。経 常 利 益 は、前 年 同 期 比
134.3％の144億4百万円、親会社株主に帰属す
る四半期純利益は前年同期比135.6％の87億1
百万円となり、売上高・利益のいずれも過去最高
実績となりました。なお、上半期の業績を踏まえ、
通期業績予想を上方修正いたしました。

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慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。株主の皆様へ

連結財務ハイライト
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より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
http://www.biccamera.co.jp/ir/ ビックカメラ IR 検索

株主の皆様へのお知らせ

おかげさまで、ビックカメラは2018年5月26日に創立40周年を迎えます。
当社が創立40周年を迎えられたのは、お客様をはじめ、株主様、お取引先様、従業員
や従業員のご家族の皆様のご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。

▶ 1978年5月26日
当社前身の「株式会社ビックカメラ（高崎）」が、東京都豊島区西池袋に東京支店を開店
▶ 1980年11月21日
現在の「株式会社ビックカメラ」を設立
株式会社ビックカメラ（高崎）の東京支店を引き継ぎ、池袋店として事業を開始

ビックカメラのポイントカードは「お得」に加え、製品のリコール情報も発信する「安心カード」です。
ご購入の商品にリコール情報が発表された際に、ビックカメラがお知らせします。

クレジットでのお支払いでも、現金と同率のポイント還元。貯
まったポイントを電子マネー「Suica」にチャージできるなど便
利なサービスが付いたカードです。（JR東日本提携）

ビックカメラSuicaカード

山陽・九州・北陸新幹線等がお得にご利用できます。また、
ビックカメラでのお買物にご利用の場合ビックポイントにくわ
え、J-WESTポイントの両方が貯まります。（JR西日本提携）

ビックカメラJ-WESTカード

JR九州の駅ビルでの割引特典もあります。貯まったポイント
をJQポイントへ交換や、電子マネー「SUGOCA」へチャージ
できます。（JR九州提携）

ビックカメラJQ SUGOCAカード

クレジット機能なし ポイントカード 入会金・年会費無料 年会費無料※クレジット機能つき ポイントカード
※入会後1年間無料。2年目以降、前年1回以上のクレジット利用で無料。

お支払い・ご利用金額に応じたポイントサー
ビス。貯まったビックポイントは、1ポイント1円
に換算して次のお買物にお使いいただけます。
グループ会社のコジマ、ソフマップでもそのま
まお使いいただけます。

ビックポイントカード

ビックポイントかJALのマイルから、貯めるポ
イントの選択ができるほか、イオンの電子マ
ネー「WAON」でのお支払いもできます。（日
本航空・イオン提携）

ビックカメラJMB
WAONカード

2月末日基準日（5月発送） ▶ 発行年の11月30日まで
8月末日基準日（11月発送）▶ 発行翌年の5月31日まで

有効
期限

第38期 中間報告書 2018年8月期第2四半期［ 2017.9.1-2018.2.28 ］

増収増益で過去最高実績

物流統合完了、「楽天ビック」が始動

創業以来、価格の安さと品揃え、
サービスを追求し続けてまいりまし
たが、40周年を新たな出発点とし、
お客様に喜んでいただくための挑
戦を続けていく強い決意を、「安い、
を超えろ」というキャッチコピーに
込めました。



NEWS TOPICS

▲ビックカメラ船橋駅FACE店　お酒コーナー

▲ビックカメラ船橋東武店　美容家電コーナー

　昨年11月17日、船橋駅に直結する東
武百貨店　船橋店に「ビックカメラ船橋
東武店」がオープンしました。なお、船橋
駅には業績好調な既存の「ビックカメラ
船橋駅FACE店」がありますが、船橋東武
店のオープンにより、船橋駅のビックカ
メラの規模は従来の約3倍に拡大し、こ
れまで以上に幅広いお客様のニーズに
お応えできるようになりました。
　百貨店内への出店となった「ビックカ
メラ船橋東武店」は、百貨店の客層の中
心である女性が、百貨店と船橋東武店の
間を違和感なく行き来できるよう、入り
口からすぐそばに、美容家電やフィット
ネス用品、くすり・日用雑貨といった女
性の目を引きやすい商品を用意しまし

た。また、ファミリーやシニア層のお客
様にもご利用しやすいよう、通路幅を広
くとったほか、木目調のやさしい色合い
の什器を使用するなど、店内環境にも工
夫をしています。
　また、既存の「ビックカメラ船橋駅
FACE店」は、船橋東武店のオープンに伴
い、品揃えを見直しました。具体的には、
ショッピングモール内の船橋駅FACE店
は若年層の利用が多いことから、カジュ
アルな腕時計や文房具の品揃えを拡充
したほか、かねてよりお客様からご要望
のあったお酒コーナーを新設しました。
それぞれ立地や品揃え、サービスが異な
る2つの店舗が連携し、地域のお客様の
多様なニーズにお応えしていきます。

品揃えを刷新した船橋駅FACE店と連携し、地域のお客様のニーズにお応えします！

ビックカメラ船橋東武店オープン！

専門コーナーを続々開設！

　ゲームで競う新時代の競技「eスポーツ（エレクトロニッ
ク・スポーツ）」は、世界の競技人口が1億人ともいわれており、

日本での大流行も間近と考えて
います。当社では、eスポーツを
楽しむために必要なゲーミング
パソコンや周辺機器を揃えるだ
けでなく、それらを試して商品
選びができる専用ブースを各店
舗に設置を始めています。

流行に先駆けたゲーミングパソコンの専用ブース
　世界最大手のドローンメーカーDJI社の日本初となる公式
ショップインショップがビックカメラ有楽町店に誕生しまし

た。初心者向けからプロ向けの
ドローンまで幅広く取り扱う
ほか、各種アクセサリーを豊富
にご用意しています。また、DJI
社の認定資格を持った当社の
専門販売員がお客様の商品選
びをサポートしています。

日本初のDJI公式ショップインショップ（有楽町店）

ビックカメラの多様な品揃えを活かした新形態店舗

　愛知県日進市のショッピングモール
にオープンした当社で初めてのおも
ちゃの単独出店です。家族みんなで楽

しめるおもちゃ
屋さんを目指し、
子ども向けから
大人向けのおも
ちゃまでご用意
しています。

ビックトイズ
プライムツリー赤池店

　若い女性や観光客が多く訪れる原宿
の竹下通りにオープンしたビックカメ
ラのセレクトショップです。くすりや

化粧品、日用
雑貨を中心に、
女性や観光客
から人気の商
品をご用意し
ています。

ビックカメラセレクト
原宿店

　池袋サンシャイン60通りのそばに
オ ー プ ン し たiPhoneやiPadな ど の
アップル製品の中古専門店です。リー

ズナブルな
商品が欲し
いお客様を
中 心 に、大
人気の店で
す。

ソフマップ Re Collection
（リユースコレクション）

インターネット通販サイト「楽天ビック」を通じ、
ネット通販と実店舗の垣根を越えた利便性の高いサービスを提供します！
▶ 
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　当社は2011年に出店した「ビックカメラ楽天市場店」を通
じて、インターネット・ショッピングモールの「楽天市場」にて
事業を行ってまいりましたが、本年4月11日、楽天株式会社様

（以下、楽天）と当社との共同出資会社が運営する「楽天ビッ
ク」に生まれ変わりました。
　「楽天ビック」は、両社の強みを生かして競争力のある価格
と幅広い品揃えを実現することに加え、インターネット通販
と実店舗の垣根を越えた、より利便性の高いサービスを提供
していきます。
　具体的には、ビックカメラの店頭在庫が「楽天ビック」上で
確認できる機能をスタートさせました。実際に商品を「見て」

「触って」「試して」みたいというお客様のご要望にお応えし
ます。
　併せて、ビックカメラの店舗において、「楽天スーパーポイ
ント」が貯められるようになりました。これにより、お客様は
商品を購入する際に、レジで「ビックポイント」と「楽天スー

パーポイント」のどちらかを選んで貯められます。なお、今後
は「楽天スーパーポイント」による支払いも可能にする予定で
す。会員ID数9,500万に及ぶ楽天の会員様が、ビックカメラに
ご来店いただけるきっかけになるものと期待しています。
　今後は、「楽天ビック」において、家電の購入から設置工事の
依頼までをスムーズに行えるサイト構築を進めるとともに、
東京23区においては一定時間までに購入された商品を当日
中に配送するサービスの実現を図るなど、より一層の利便性
の向上を追求していきます。また、「楽天ビック」で購入した商
品をビックカメラの店頭で受け取れるようにするなど、イン
ターネット通販と実店舗が連携したサービスも強化します。
このほか、両社がこれまで培ってきた知見を融合させ、女性や
若年層など様々なお客様に向けた独自商品を開発し、「楽天
ビック」やビックカメラの店舗で販売する予定ですので、ご期
待ください。

　このたび、ビックカメラの公式インターネット通販
サイト「ビックカメラ・ドットコム」にて、工具類の品
揃えを大幅に拡充するとともに、工具類の最短翌日配
送サービスを始めました。日曜大工やDIYの愛好者に
需要が高いホームセンターの品揃えから、非常に高価
なプロ用工具まで、あらたに20万点以上をご用意しま
した。
　今後も、「ビックカメラ・ドットコム」は、お客様の利
便性向上を目指し、取扱商品の拡充や買い物のしやす
さの向上に取り組んでいきます。

ホームセンターの品揃えをビックカメラ・ドットコムで実現！
DIY用品からプロ用工具まで20万点以上を品揃え！ 最短翌日にお届け！

全品・全国送料無料 ※一部除く
http://www.biccamera.com/ ビックカメラ 検索

楽天とビックカメラ、家電領域における
新サービスを共同で開始！


