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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/

証券コード：3048

  ビックカメラ広島駅前店オープン！
NEWS 2 ご期待ください！ ビックカメラグループの新店続 ！々

TOPICS 1 独自サービスが進化

NEWS & TOPICS

NEWS
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※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。
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売上高（億円）

1株当たり当期純利益（円）

経常利益（億円） 親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

■総資産（億円） ■純資産（億円）  配当金（円）

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］

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。

　2016年8月期（2015年9月1日〜2016年8
月31日）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。
　店舗展開では、ビックカメラが3年ぶりの
新店、「ビックカメラあべのキューズモール
店」を開店したほか、子会社のコジマやビッ
クアウトレットにおいても店舗網を拡大し、
販売力を強化いたしました。

「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

98.0％の7,790億円となりました。営業利益
は粗利益率の改善に加え経費コントロール
が寄与し前期比117.1％の220億円となり
ました。また、経常利益は前期比113.1％の
230億円、親会社株主に帰属する当期純利益
は前期比176.2％の119億円で、営業利益及
び親会社株主に帰属する当期純利益は過去
最高益を更新いたしました。
　なお、親会社株主に帰属する当期純利益
が過去最高益となったことから、期末配当
を前期に比べ2円増配し、1株当たり7円とい
たしました。

　2017年8月期（2016年9月1日〜2017年8
月31日）の業績予想は、ビックカメラが大型
店2店の新規出店に加え、コジマにおいても

　2016年8月期は売上高が、新規出店やイ
ンターネット通販の成長があったものの個
人消費に力強さが欠けたこともあり前期比

期末配当を増配
新店とインターネット通販の伸長、
PB商品推進で増収増益予想

多数の出店を予定しているほか、インター
ネット通販においては品揃えの強化による
販売拡大により、売上高は前期比102.7％の
8,000億円を見込んでおります。利益面にお
いてはPB（プライベートブランド）商品の販
売推進による粗利益率の向上に加え、引き
続き経費コントロールに努めることにより、
営業利益は前期比104.5％の230億円、経常
利益は前期比104.9％の242億円、親会社株
主に帰属する当期純利益は前期比104.3％
の125億円と、いずれも過去最高益を見込ん
でおります。
　このほか2017年9月には、ビックカメラ、
コジマ、ソフマップの物流拠点の統合が完
了し、業務効率化に加え、更なる店舗展開や
インターネット通販の拡大につなげてまい
ります。

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

ビックカメラ.com

ビックポイントカード
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。

ビックカメラJMB WAON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）

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。

万が一の製品不具合も安心！ 

株主優待情報

●「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

“お買物優待券”のご利用方法
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。

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

見 本

第36期定時株主総会決議ご通知 第36期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました。

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。

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。

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
スが付いた最強カードです。（JR東日本提携）

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

ビックカメラJQ SUGOCA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Suicaカード

記
報告事項	 1.第36期（自平成27年９月１日　至平成28年８月31日）事業報告の内容、
	 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
	 2.第36期（自平成27年９月１日　至平成28年８月31日）計算書類の内容報告の件
 本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、１株につき７円と決定いたしました。
 第２号議案　取締役13名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、宮嶋宏幸、川村仁志、野口進、浦西友義、安部徹、佐味祐介、木村一義、 
 生井俊重、佐藤正昭、山田登の10氏が再選され、新たに森岡雅人、田村英二、大塚典子の３氏が選任され、 
 それぞれ就任いたしました。 
 なお、生井俊重、佐藤正昭、山田登の３氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
 第３号議案　監査役２名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、小泉万里子、小原久典氏の両氏が再選され、就任いたしました。
 なお、小原久典氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
 第４号議案　補欠監査役１名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、平井貞雄氏が選任されました。 以上

配当金のお支払いについて
　第36期期末配当金は、同封
の「配当金領収証」により、最寄
りのゆうちょ銀行または郵便
局の貯金窓口において取扱期
間内（平成28年11月18日から
平成29年１月５日まで）にお
受け取りください。
　また、銀行預金口座へ振り込
みご指定の株主の皆様には、 
｢配当金計算書」および「お振込
先について」を同封いたしまし
たので、ご確認ください。

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。



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

ビックカメラ広島駅前店オープン！

　リニア中央新幹線の開業に
向け再開発が進む名古屋駅周
辺において、新たなランドマー
クとして建設中の「JRゲートタ
ワー」に、2017年4月、「ビック
カメラ名古屋JRゲートタワー
店（仮称）」を出店します。
　このほかグループ会社のコ
ジマにおいても、今期は10月
20日に開店した「コジマ×
ビックカメラ　西友ひばりヶ
丘店」や、「コジマ×ビックカメ
ラ　イオンモール広島府中店」、

「コジマ×ビックカメラ　イオン
モール堺鉄砲町店」など多数の
新規出店を予定しています。
　また来期も2017年秋に京王
電鉄の調布駅周辺に建設中の商業施設にビックカメラを出店する
ほか、コジマの出店も予定しておりますので、ぜひご期待ください。

最大級の品揃えと新しいサービスが登場

　インターネット通販サイト「ビックカメラ.COM」では、取り扱い
商品の充実とお買い物のしやすさの向上に取り組んでいます。品
揃えは家電はもちろん酒類やアウトドアグッズ、工具などの非家
電商品を充実させ、使いやすさはサイトデザインをシンプルで分
かりやすくし、さらに全品配送料無料サービスを提供しています。

NEWS

1

NEWS

2

取り扱い商品さらに充実！

サイトも見やすくデザイン刷新！

　このたびビックカメラ、コジマ、
ソフマップの全てのポイントカー
ドが共通で利用できるようになり
ました。またグループの一体感を表
現すべく、新規発行のポイントカー
ドからデザインも統一しています。
　ポイントカード機能を有する
ビックカメラ公式スマートフォン
アプリは、クーポンの配信や配送料
無料サービスを提供するほか、イン
ターネットで実
店舗の在庫の取
り置きができお
得で便利です。
今後もサービス
向上に努めてま
いります。

公式スマホアプリでさらにお得で便利に！

ビックカメラ、コジマ、
ソフマップ、ポイント
カードは全て共通！

NEWS

3

名古屋駅周辺　「JRゲートタワー」

調布駅周辺　商業施設 B館

スマホアプリ画面

ビックカメラ.com

共通ポイントカード

独自サービスが進化
格安スマホ・格安SIMカードがさらに便利に1

　スマートフォン端末の
SIMフリー化に伴い販売
が拡大している格安SIM
カード「BIC SIM」は、おか
げさまで販売開始から3
周年を迎えました。
　本年10月には今までの
NTTドコモ回線に加え新たにKDDI回線を利用したサービス
提供を開始し、利用可能なスマートフォン端末の範囲が拡大し
ました。また法人様向けや海外渡航者様向けのサービスも提
供を開始しており、今後も一層の販売拡大が見込まれます。

TOPICS

1

深夜にお届け！ 公園にもお届け！2
　購入商品を最短30分で配送
する「ビック超速便」は、新たに

「夜間配送」「屋外配送」を開始
しました。
　「夜間配送」は配送時間を午
前0時まで延長し、仕事で忙しい
お客様などのご要望にお応えし
ます。また「屋外配送」は公園な
どの野外へ、酒類や清涼飲料な
どを冷蔵で配送し、多様化する
お客様のご要望にお応えします。　本年9月14日、JR広島駅の新たなランドマー

クとなった新ビル「BIG FRONT ひろしま」に
「ビックカメラ広島駅前店」をオープンしまし
た。同店舗はカメラや家電はもちろん、薬や雑
貨、寝具など非家電商品まで当社取り扱い商品

をフルラインナップで展開し、当社最大級の品
揃えを実現しました。また女性やファミリー層、
シニア層のお客様にもご利用しやすいよう、店
内は照明や什器をシックなデザインで統一し、
通路幅の広さも確保しています。
　駅に直結するフロアには、薬や化粧品、酒な
ど利用頻度の高い商品を展開し利便性を高め
たほか、自転車のオーダーメイドサービスや各
種高級写真用紙の違いを確かめられる写真プ
リントサービスなど、専門店ならではの新たな
試みも店内の随所に取り入れ、お客様に楽しく
お買い物をしていただける店舗を目指してま
いります。

2020年へ向けて頑張ります！

　ビックカメラ陸上部
に所属し、競歩女子日
本代表選手として活躍
する岡田久美子選手が
本年9月、「第64回全日
本実業団陸上競技選 
手 権 大 会 」の 女 子 
10,000m競歩で見事優
勝し、3連覇を達成しま
した。また同所属の小
林快選手が第16回世
界陸上競技選手権大会

（2017／ロンドン）の
男子50㎞競歩日本代
表選手に内定しました。

陸上部・競歩

スマホアプリは
こちら

写真プリントサービス
「PRINT BAR」

「ビックカメラ×ライダーズ
カフェ」

TOPICS

2 新規事業
住宅リフォーム事業1

　家電製品が使用される環境
に着目し、このたび住宅リ
フォーム事業を開始しました。
従来から住宅リフォーム事業
に取り組んでいるコジマのノ
ウハウを活用し、ビックカメ
ラならではの安心感や実店舗
がある透明性で、お客様によ
り豊かな生活を実感していた
だけるよう、取り組みを推進
していきます。

法人様向けビジネスの拡大2

新規の法人様取引に関する
お問い合わせ先
ビックカメラ法人営業部
電話　03-5956-2524

　当社の店舗が立地する駅前は、多くの人の往来と共に
多くの企業があることから、従来より法人様向けビジネ
スを行なってきました。
　この法人様向けビジネスの更なる拡大のため、法人様
専用の通販サイトの品揃え・サービスの充実を図り、業務
用厨房商品や日用品の品揃えを増やしているほか、請求
書お支払いで注文した商品を店舗で即日受け取れるサー
ビスを始めました。

　本年9月、「第68回　全日本総合
女子ソフトボール選手権大会」にお
いて見事初優勝を収め、昨年の
リーグ優勝に続く2つ目の栄冠を
手にしました。またエースの上野由
岐子投手が同月、日本女子ソフト
ボールリーグ史上初の通算200勝
を達成しました。

ビックカメラ女子ソフトボール
高崎BEE	QUEEN

ご期待ください！
ビックカメラグループの
新店続 ！々




