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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。

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

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。

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。

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！ 

ビックカメラグループのサービスサポート

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！

ビックカメラグループのインターネット通販
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サービス サポートロゴ修正 2017.4.5 営業企画

▶サービスサポートカウンター

株 主 優 待 情 報

「ビックカメラ」「コジマ」
「ソフマップ」の店舗で

お使いできます

ビックカメラとソフマップの
インターネット通販で

お使いできます
※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”のご利用方法ご優待内容
当社株式の保有内容に応じ、1枚当たり1,000円のお買物優待券を贈呈いたします。

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

ビックカメラ.com

お支払い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。

ビックポイントカード
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ています。（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
に加え、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

※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。

JR九州の駅ビルでの割引特典があります。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

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、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

連結財務ハイライト
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売上高（億円）
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1株当たり四半期（当期）純利益（円）
2013.8

153

240
204

242
（予想）230

2014.8 2015.8 2016.8 2017.8
40

95 10783
120

■第2四半期累計 ■通期

経常利益（億円）
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（億円）

■配当金（円）

Business Report

▪名古屋JRゲートタワー店 オープン!
▪本年秋、調布、船橋に連続出店！
▪独自サービス・商品の推進

※一部除く

ビックカメラ 検索

クレジット機能なし ポイントカード 入会金・年会費無料 クレジット機能つき JR提携ポイントカード 年会費無料※

全品・全国送料無料

　当期の上半期（2016年9月1日〜2017年2月
28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、昨年9月に「ビックカメラ広
島駅前店」を出店したほか、グループ会社のコ
ジマが5店舗の新規出店、またビックカメラと
日本空港ビルデング株式会社様による合弁会
社Air BIC株式会社が訪日外国人向け店舗を出
店するなど店舗網を拡大し、販売力を強化い
たしました。
　当期の上半期は、売上高が、新店の貢献が
あったほか、エアコンや冷蔵庫といった白物
家電商品が堅調に推移したものの、デジタル
カメラ、パソコンや携帯電話等のデジタル商
品が低調であり、前年同期比97.7％の3,855億
38百万円となりました。

減収減益も、
四半期純利益は期初予想を達成

今後の取り組み

たびソフマップは、中古商品、パソコンやゲー
ムなど強みとする商品を中心に秋葉原の店
舗を再編し、収益力の向上を目指してまいり
ます。
　下半期も引き続き粗利益率の向上や、経費
コントロールに努め、通期業績予想の達成に
向け事業に取り組んでまいります。

　予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、
本年９月に完了いたします。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、商品
配送の納期短縮等が実現し、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。
　また本年秋には、ビックカメラの新店を2店
舗出店いたします。今後も引き続き、販売力の
強化、及び生産性の向上に努めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上

ビックカメラグループ各店のサービ
スサポートカウンターでは、パソコン
やスマートフォンなどのデジタル製
品の点検・修理や、中古品の買取など
を承っております。他店での購入商品
でもご利用になれます。 http://www.biccamera.com/
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サービス サポートロゴ修正 2017.4.5 営業企画

　当期の下半期は、上半期低調であった免税
売上に加え国内消費も回復基調で推移してお
ります。これに加え、上半期に開店した新店が
期間を通して販売に寄与するほか、4月7日に
開店した「ビックカメラ名古屋JRゲートタ
ワー店」も販売に大きく貢献してくれるもの
と見込んでおります。
　また6月には、グループ会社のソフマップか
ら「ソフマップ秋葉原本館」を引き継ぎ、ビッ
クカメラとして営業を開始いたします。この

下半期の消費は回復基調
新店効果も期待

　営業利益は、粗利益率の改善があったもの
の、減収の影響を吸収できなかったほか、新店
に関する費用等の経費が前年同期に比べて増
加したため、前年同期比79.8％の93億50百万
円となりました。経常利益は、前年同期比
89.0％の107億29百万円でしたが、四半期純
利益は前年同期比87.6％の64億14百万円と
なり期初予想を達成しました。

■第2四半期累計 ■通期



N E W S & T O P I C S
BIC CAMERA

名古屋JRゲートタワー店オープン！
名古屋駅西店と2店舗体制で拡大する名古屋マーケットにお応えします

N E W S
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　このたび格安スマートフォンを安心してご利用いただけ
るよう、端末購入時に加入できる1年間の「格安スマホ安心
保証サービス」を開始しました。このサービスは、端末の故
障や破損時に修理や新品交換を行う他社にはないものです。
　また当社オリジナル格安SIMカード「BIC SIM」は、店舗で
は即日開通サービスを既に行っておりますが、このたびイ
ンターネットサイトからの購入でも、開通手続きが完了し
た状態で最短翌日にお届けできるようになりました。

新サービスで格安スマホでも安心！
格安SIMにらくらく移行！

格安スマホ、格安SIM売場

2TOPICS

　ビックカメラグループでは、2012年
より物流拠点の統合を進めてきました
が、本年9月の新物流拠点の稼動をもっ
て統合が完了します。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、配送サービスの品
質向上やコスト低減等の効果が見込ま
れます。またインターネット通販の事業
拡大にも寄与します。

新たな物流拠点が稼動します！
4TOPICS

　本年5月26日、企業主導型保育事業を活用した都市型立地保育園「BIC KIDS」
（東京都豊島区）が開園します。ビックカメラグループでは、増加する女性や子育
て世代の従業員が安心して仕事に取り組み、十分に能力を発揮できる環境の整
備を進めております。

ビックカメラグループの
保育園が開園！

5TOPICS

　ビックカメラグループでは、販売力を活かして実現した
値ごろ感と、独自の機能やデザインをあわせ持つプライ
ベートブランド商品の開発及び販売に力を入れています。　
　最近では、デザインにこだわった製品を提供するamadana
株式会社との共同開発した「TAG line」シリーズの販売を開
始しました。

ビックカメラグループの
プライベートブランド商品ご

存

知ですか？
1TOPICS

新たに稼動する船橋商品センター

ご期待ください！ 
本年秋、調布、船橋に連続出店！
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　ビックカメラと日本空港ビルデング株式会 
社 による合 弁 会 社Air BIC株 式 会 社 は、「Air 
BICCAMERA」の1号店である羽田空港店に続き、 
2号店を昨年11月に成田国際空港に出店しました。
また4月21日、都内の人気観光地“お台場”にある複
合商業施設に、「Air BICCAMERA アクアシティお
台場店」が開店しました。2020年に向けさらなる
盛り上がりが見込まれる“お台場”で、今後も多種多
様な需要にお応えしてまいります。

3TOPICS

　ビックカメラ公式スマートフォンアプリは、
クーポン配信や商品購入時の配送料無料といった
お得なサービスに加え、ポイントカード機能や商
品が簡単に検索できるバーコードスキャン機能を
搭載するなど進化を続けています。

　 また非 常 に 好 評 な
ネットからの「店頭商品
取り置きサービス」は、
複数の店舗や商品にま
たがるご注文でも、一度
にまとめて手続きがで
きるようになりました。

店舗もネットもお得で便利に！
ビックカメラ公式スマホアプリ

▼Google Play
　Store

▼AppStore

ダウンロードは
こちらから

　4月7日、名古屋駅周辺の新たなランドマー
クとなった「JRゲートタワー」の9階及び10階
に、「ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店」
が開店しました。同店舗は、カメラや家電から
薬や雑貨、お酒、寝具といった家電以外の商品
まで当社取扱い商品をフルラインナップで展
開、当社最大級の品揃えを実現しました。また
上層階にはアパレル専門店のユニクロ、GU、下
層階には百貨店の「タカシマヤゲートタワー
モール」が隣接しており、女性やファミリー層
のお客様のご来店が多いことが期待できるこ
とから、店内は照明や什器をシックなデザイ
ンで統一したほか、過去の大型店で初めての 
2フロア構成という広い売場面積を生かし、通
路幅を広く確保しています。

　9階は、生活家電や美容家電をはじめ、薬、化
粧品、寝具、インテリアや玩具など、女性やファ
ミリー層のお客様の需要の多い商品のフロア
としています。一方10階は、オフィス用品のほ
か、スマートフォン、カメラ、オーディオなど、
ビジネスパーソンや男性のお客様の需要の多
い商品のフロアとしています。いずれのフロ
アも、座って商品をじっくり試せるようなコー
ナーを用意しました。「居心地がいい、新しい発
見がいっぱい」ある店舗を目指しています。
　名古屋エリアは、既存の「名古屋駅西店」とこ
のたび新たに開店した「名古屋JRゲートタ
ワー店」の大型2店舗体制で、名古屋駅を中心
に拡大するマーケットにお応えしてまいりま
す。

提案型IoT家電コーナー 寝具・インテリアコーナー
「Air BICCAMERA 成田国際空港第2旅客ターミナル店」
イメージ

　本年秋、京王電鉄調布駅の真上に
建設中の商業施設の1階から4階に、

「ビックカメラ調布駅店（仮称）」が
開店いたします。調布駅は、京王線
の主要駅として京王線と相模原線
が乗り入れていることに加えて、駅
の南北にはバスターミナルがあり、
平日土日問わず多くの人の往来が
あります。また調布駅周辺は、京王
電鉄様主導による再開発計画が進
んでおり、今後さらなる発展が見込
まれています。

　また同じく本年秋に、JR船橋駅に
ある東武百貨店船橋店の2階、3階
に、「ビックカメラ船橋東武店（仮
称）」が開店いたします。このたびの
新店は4,000㎡を超える面積に加
え、駅ナカ百貨店内への出店という
環境を活かした新たな顧客層の獲
得に期待しています。なお船橋駅前
には、業績好調な既存の「ビックカ
メラ船橋駅店（船橋FACE）」があり
ますが、新店との2店舗体制で、地域
のお客様にご満足いただける品揃
えとサービスをご提供いたします。

調布駅周辺商業施設B館 東武百貨店船橋店 外観

座って試せる美容家電コーナー

Air BICCAMERA、
ついにお台場へ！

amadana
「TAG line」
シリーズ


