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プロセスカラー　　M100％　　Y100％
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枠で囲ってロゴを表現する場合、ロゴと枠の比率は下記で固定。
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Business Report

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
http://www.biccamera.co.jp/ir/

証券コード：3048

ビックカメラ公式スマホアプリの推進
あべのキューズモールにビックカメラがオープン

「国内外需」 訪日外国人向けビジネスの拡大

NEWS & TOPICS

※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株当たり情報及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。

■第2四半期累計 ■通期

ビックカメラ IR 検索

インターネット通販でもビックカメラグループが便利です

株主メモ 株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
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
　本店及び全国各支店
みずほ証券株式会社
　本店及び全国各支店

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。

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
株主名簿管理人及び
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。
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売上高（億円）

1株当たり四半期（当期）純利益（円）

経常利益（億円） 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（億円）

■総資産（億円） ■純資産（億円） ■配当金（円） ■配当性向（％）

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。

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.com」と
　「ソフマップ.com」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きましては、
　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いただけません。

ご利用の
際の

ご注意点

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

株主優待情報
“お買物優待券”のご利用方法 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回又は4回の記録又は記載

— 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回以上の記録又は記載

— 2,000円

携帯電話・
スマートフォンからは
モバイル
サイトへ コジマ

http://www.kojima.net/
検索

ソフマップ
http://www.sofmap.com/

検索

カメラロゴ　ver.8.8

プロセスカラー　　M100％　　Y100％

モノクロの場合　  K100％

枠で囲ってロゴを表現する場合、ロゴと枠の比率は下記で固定。

背景

背景

※一部除く
全品・ 全国送料無料

http://www.biccamera.com/

ビックカメラ 検索
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モノクロの場合　  K100％

枠で囲ってロゴを表現する場合、ロゴと枠の比率は下記で固定。

背景

背景

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］

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

※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。

年会費無料※

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
まったビック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最強カードです。（JR東日本提携）

クレジット機能なし ポイントカード
ビックポイントカード

クレジット機能つき ポイントカード
ビックカメラSuicaカード

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で
きます。

入会金・年会費無料

入会金・年会費無料

レジにて即発行

ビックカメラJ-WEST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）

年会費無料※

ビックカメラJQ SUGOCAカード
アミュプラザなどJR九州の駅ビルでの割引特典もあります。またJQ
ポイントとビックポイントの相互交換、電子マネー「SUGOCA」への
チャージが可能です 。（JR九州提携）

年会費無料※

ビックカメラJMB WAONカード
お買物でビックポイントかJALのマイルから、貯めるポイント
のご選択ができるほか、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）

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。
（ご注意）正確に情報をお知らせするため、ご連絡先に変更があった場合はポイントカード登録情報の
　　　　変更手続きをお願いします。

万が一の製品不具合も安心！ 

代表取締役社長
宮嶋 宏幸

株主の皆様へ
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。
また、このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　当期も接客力・専門性の向上、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、システム統合効果の最大化と
物流改革に取り組んでまいりました。
　販売増への取り組みでは、子会社のコジマ
やビックアウトレットによる出店のほか、訪日外
国人向け店舗の出店、コジマのインターネット
通販サイトの品揃え強化などを行っております。

「より豊かな生活を提案する、
 進化し続けるこだわりの専門店の
 集合体」を目指して

カメラやパソコン等のデジタル商品の不振
による既存店の苦戦により期初予想は下回
りましたが、インターネット通販、訪日外国
人への販売の増加や子会社の寄与もあり前
年同期比100.3％の3,944億円となりました。
　営業利益は粗利益率の改善に加え経費コ
ントロールが寄与し前年同期比140.8％の
117億円となりました。また経常利益は前年
同期比143.8％の120億円、親会社株主に帰
属する四半期純利益は前年同期比150.3％
の73億円で、利益項目はいずれも第２四半
期連結累計期間における過去最高益を更新
いたしました。　　当第2四半期連結累計期間（2015年9月1

日〜2016年2月29日）の売上高は、デジタル

過去最高益を更新

通期業績予想を修正

　今期の通期連結業績予想は、第2四半期連
結累計期間の業績と足下の環境をふまえ、
売上高は前年同期比100.6％の8,000億円に
下方修正したものの、利益項目においては、
営業利益は前年同期比117.0％の220億円、
経常利益は前年同期比110.3％の225億円、
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 は
191.1％の130億円と、いずれも期初予想か
ら上方修正いたしました。
　当社は今後も得意とする販売手法や販売
チャネルに磨きをかけるとともに、生産性
の向上に努めてまいりますので、皆様の一
層のご支援ご協力を賜りますよう、お願い
申し上げます。

見 本

羽田空港国際線旅客ターミナルに開店したAir BIC CAMERA



女子ソフトボール高崎 BEE QUEEN

N EW S & T O P I C S
注 目 ニュー スをお 届 けします !
BIC CAMERA

　皆様の応援に支えられ創部初年度に日本女子ソフトボール
リーグ1部で優勝を果たしたビックカメラ女子ソフトボール
高崎は、本年4月にスタートした2016年シーズンも順調なス
タートをきっています。創部からの連続優勝という快挙を目
指し、選手たちは精一杯のプレーで最高の試合ができるよう
日夜練習に励んでいますので、応援よろしくお願いします。

TOPICS

NEWS

　インターネット通販は利便性の高さ
やスマートフォンの普及といった環境
変化により市場規模が毎年拡大を続け
る中、最近ではインターネット通販店舗
と実店舗との連携を意味するオムニ
チャネルという言葉が一般に浸透しつ
つあります。当社ではこのオムニチャネ
ルの取り組みの一つとして、ビックカメ
ラ公式スマートフォンアプリ会員の加
入や利用の促進に力を入れています。
　国内は人口減少時代に突入し、事業成
長には従来からの出店のほか、取扱商品
の範囲拡大による販売増や顧客ロイヤ
リティ（満足度）の一層の向上による再

来店・利用率の改善が重要な要素となっ
ています。中でも顧客ロイヤリティの向
上についてはこの公式スマートフォン
アプリを通じた取り組みが一つのキー
になるのではないかと考えています。
　このアプリは、購入商品の配送料無料
やクーポン配信といった実店舗で利用
できる会員限定サービスのほか、スマー
トフォンがポイントカードの代わりに
なりポイントの残高確認もでき、またイ
ンターネット上で実店舗の在庫をあら
かじめ取り置きすることで、スムーズな
お買物を実現するといったサービスを
提供します。

あべのキューズモール

あべのキューズモールにオープン

ぜひご利用ください
ビックカメラ
公式スマホアプリ

　5月19日、天王寺駅と阿倍野駅に直結
する商業施設のあべのキューズモール

（大阪府大阪市）にビックカメラあべの
キューズモール店（仮称）を開店します。
ビックカメラとしては2013年に開店し
た赤坂見附駅店以来3年ぶりの新店で、
現在は開店に向け独自の品揃え、商品展
示手法やサービス等で他社との差別化
を図るとともに、お客様に楽しいショッ
ピングをしていただける店舗を目指し

準備を進めています。また大阪市では梅
田、難波・心斎橋に次ぐ商業規模を有す
る天王寺・阿倍野エリアにあり、あべの
キューズモールも高い集客力を有する
ことから大きな期待をしています。
　このほか本年9月開店予定のビックカ
メラ広島店（仮称）は、広島駅に直結する
立地と、大型店としての規模を生かした
店舗づくりと運営でお客様からの支持
獲得を目指します。

NEWS 格安SIMカード＋
格安スマートフォン

　1人1台もしくはそ
れ以上に普及した携
帯電話は、スマート
フォンの普及に伴い
通信料金が従来に比
べ大きく上昇し、家計
に与える影響は大き
くなっています。
　このような環境をうけて、通信料金が安価な格安SIM
カードは市民権を得て販売が拡大しています。現在、格
安SIMカードに対応したスマートフォン端末は品揃え
の急速な増加により選択肢が拡がる一方、価格低下によ
り従来以上にお求め易くなっています。当社では顧客満
足度3年連続No.1※の「BIC SIM」をはじめとする格安
SIMカードを取り扱い、格安スマートフォンに関するご
相談や設定を承る格安スマホSIMカウンターを設置し
ましたので是非ご活用ください。
※MMD研究所「2016年3月格安SIMサービスの満足度調査」

TOPICS

「国内外需」 訪日外国人向けビジネスの拡大

中国のLCC（格安航空会社）

と業務提携1

　中国最大のLCC「春秋航空」を傘下
にもつ春秋グループと昨年11月に業
務提携し、中国国内の春秋国際旅行社
や春秋航空の機内や空港カウンター
でのプロモーション活動等による当
社の認知度向上や販売増への取り組
みを始めています。訪日外国人旅行者
数がこの数年で大きく増加した要因の
一つに、金額面で訪日旅行のハードル
を下げるLCCの普及があります。春秋航
空の旅客数は、増便や新規就航等によ
り今後も一層の伸びが見込まれ、業務
提携の成果はより大きなものになるも
のと期待しています。

羽田空港国際線旅客
ターミナルへの出店2 ビックカメラの

新業態店を出店3

　総合サービス企業 シダックス株式
会社の「シダックス新宿セントラル
ロードクラブ」に、ビックドラッグ シ
ダックス新宿セントラルロード店を
昨年12月に開店しました。医薬品、健
康食品や日用雑貨等のビックドラッ
グの品揃えを中心に訪日外国人ニー
ズの高いビューティ＆ヘルス家電の
商品で構成された新業態の同店は、
想定を上回る人気となっており、同店
のモデルを活用した新業態店の拡大
という新たな成長機会が生まれまし
た。

　4月27日、羽田空港国際線旅客ター
ミナルに「Air BIC CAMERA」が開店し
ました。Air BIC CAMERAは当社と日
本空港ビルデング株式会社とが設立
の合弁会社Air BIC株式会社が、両社の
ノウハウを活用し、空港という訪日外
国人向けのビジネスでは最高の立地
で免税販売事業を行っています。今後
はこの拠点を活用した当社店舗への
送客、市中のビックカメラで購入した
商品の引き渡しといったサービス提
供のほか、他空港等での事業展開も検
討してまいります。

春秋航空機体画像

店舗イメージ

スマホアプリの
ダウンロードはこちら

NEWS パソコンに関する不安を解消

ビック光＋安心サポート誕生
　月々の料金がお得なビッ
クカメラの高速インター
ネット接続サービスの「ビッ
ク光」にセットでご利用でき
る新たな定額サービスとし
て、「＋安心サポート」を導入
しました。「＋安心サポート」
へのご加入により、ご購入の
パソコンやタブレットの設
定やデータ移行、問題発生時
の電話相談やオンラインで
の解決、専門員の訪問による
トラブル診断サービス等を
ご利用いただけますので、パ
ソコンに不慣れな方にも安
心してパソコンライフをお
楽しみいただけます。

「＋安心サポート」はビック光の料金に加えて

月 1々,980円（税別）でご利用できます

このほか、パソコン設定、電話・
オンラインでのサポート、基本
操作説明、定期メンテナンス等、
全11のサービスメニューで
安心のパソコンライフを
満喫できます。

+

ビック光＋安心サポート限定！
●クラウドを利用した
　自動バックアップ
●PC買い替え時のデータ移行


