株主の皆様へのお知らせ
第38期定時株主総会決議ご通知
報告事項

決議事項

証券コード：3048

第38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。

記

(1）
第38期
（自平成29年9月1日 至平成30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

配当金のお支払いについて

計算書類の内容報告の件
(2）
第38期
（自平成29年9月1日 至平成30年8月31日）
本件は、上記の内容を報告いたしました。
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15円と決定いたしました。
第２号議案 取締役11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、安部徹、田村英二、木村一義、佐藤正昭、山田登
の8氏が再選され、新たに秋保徹、中川景樹、中井加明三の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤正昭、山田登、中井加明三の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、新たに大塚典子氏が選任され、岸本裕紀子氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、岸本裕紀子氏は会社法第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、利光剛氏が選任されました。
以上

株 主 優 待 情 報
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）
100株以上500株未満
2,000円
1,000円
3,000円
2,000円
所有株式数に 500株以上1,000株未満
1,000株以上10,000株未満
5,000円
5,000円
応じた株主優待
10,000株以上
25,000円
25,000円
1年以上2年未満継続保有（100株以上）
1,000円
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
保有期間に
2年以上継続保有（100株以上）
応じた株主優待
2,000円
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

●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。

有効 2月末日基準日（5月発送） ▶ 発行年の11月30日まで
期限 8月末日基準日（11月発送）▶ 発行翌年の5月31日まで
ご利用の
際の
ご注意点

●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。

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について

株主メモ

公告方法

第38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30年11月16日から平成
30年12月28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
のみなさまには、
「 配当金計算
書」
及び
「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。

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

証券コー ド
事業年度
剰余金の配当基準日
定時株主総会
株式の売買単位
株主名簿管理人及び
特別口座管理機関

3048
毎年9月1日〜翌年8月31日
2月末日、8月31日
毎年11月
100株
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
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。

証券会社に口座をお持ちの場合
郵便物送付先
電話お問い合わせ先
お取扱店

ご注意

お取引の証券会社になります。

特別口座の場合
〒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
0120-288-324
（フリーダイヤル）
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

未払配当金の支払、支払明細発行
電子化前に名義書換を失念して、お手
については、右の
「 特 別 口 座の場
元に他人名義の株券がある場合は至
合」
の郵便物送付先・電話お問い合
急ご連絡ください。
わせ先・お取扱店をご利用ください。

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。

クレジット機能なし ポイントカード

入会金・年会費無料

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）

クレジット機能つき ポイントカード

年会費無料※

※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。

ビックカメラSuica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たカードです。
（JR東日本提携）

ビックカメラJ-WESTカード

東海道・山陽新幹線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JRキューポへ交換や、電子マネー
「SUGOCA」
へチャージで
きます。
（JR九州提携）

Business Report
第38期 報告書

▪ 非家電商品の品揃えを活かした新たな店づくり
▪ ビックカメラ.comで「すぐに欲しい」
・
「好きな場所で受け取りたい」を実現！
より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
ビックカメラ IR
https://www.biccamera.co.jp/ir/

株主の皆様へ

生産性の向上と持続的な成長を目指して
2018年8月期（2017年9月1日～2018年8月
31日）も接客力・専門性の向上、新規事業の拡大
及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
ム統合効果の創出及び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
メラ京王調布店」、11月に「ビックカメラ船橋東
武店」を出店いたしました。また、当社の品揃え
を活かした新たな形態の店舗として、化粧品や
理美容家電を中心とする「ビックカメラセレク
ト原宿店」、玩具専門店の「ビックトイズ プライ
ムツリー赤池店」、酒類専門店の「ビックカメラ
リカー アクアシティお台場店」を出店するなど、
グループを挙げて店舗網を拡大し、販売力の強
化に努めてまいりました。このほか、インター
ネット通販モールの「楽天市場」にて、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」を開設し、新たなサービスの提供を開

宮嶋 宏幸

始いたしました。

売上・利益ともに過去最高実績
2018年8月期は、売上高が、当期及び前期に
開店した新店が販売に貢献したほか、インター
ネット通販が拡大したこと等により、前年同期
比106.8％の8,440億円となりました。営業利
益は、増収及び粗利益率の改善等により、前年同
期比123.8％の270億円となりました。経常利
益は、前年同期比120.0％の292億円、親会社株
主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 は、前 年 同 期 比
126.8％の171億円となり、売上・利益のいずれ
も過去最高実績となりました。

期末配当を増配
当社は、利益配分の基本方針について、かねて
より長期にわたり安定した利益配当を継続して
いくこととしておりましたが、このたび、業績に
応じた適正な利益配当の実施に変更いたしまし
た。この変更を踏まえ、過去最高益を達成した

2018年8月期の期末配当は、前期に比べ8円増
配し、１株当たり15円といたしました。なお、年
間配当は１株当たり20円となりました。

過去最高益を2期連続更新
2019年8月期
（2018年9月1日～2019年8月
31日）の業績は、売上・利益のいずれも２期連続
となる過去最高実績を目指します。売上高は、イ
ンターネット通販及び訪日外国人向けの販売の
拡 大 に 加 え、新 規 出 店 等 に よ り、前 年 同 期 比
105.4％の8,900億円を見込んでおります。営
業利益は、増収及び粗利益率の向上等により、前
年同期比106.4％の288億円を見込んでおりま
す。経常利益は、前年同期比104.6％の306億円、
親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期
比104.0％の178億円を見込んでおります。
今後も引き続き、株主の皆様のご支援を賜り
ますよう、
心よりお願い申し上げます。
以上
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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。

代表取締役社長

検索

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。

74.28

2015.8

93.65

99.76
（予想）

3,295

1,208
2016.8

2017.8

2016.8

2017.8

2018.8

2019.8

■ 総資産（億円）■ 純資産（億円）

39.25
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2018年8月期（2017.9.1→2018.8.31）
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非家電商品の品揃えを活かした新たな店づくり

～専門店の集合体のさらなる進化～

で「すぐに欲しい」・
「好きな場所で受け取りたい」を実現！
関西でも「当日お届け」開始！

コンビニ受け取りサービス開始！

本年10月、大阪府堺市にインターネット通販専用の物流拠点を

8月より、ご購入の商品を全国のコンビニエンスストアで受

新設し、大阪市内に向け、ご購入の商品を当日中にお届けするサー

け取れるサービスをビックカメラ.comで開始しました。家電

ビスを開始しました。これまで関東限定でご提供していた「当日お

小物や消耗品、医薬品、コンタクトレンズなど約30万点が対象

届け」は、お客様の「すぐに欲しい」というご要望にお応えできるこ

で、今後さらに対象を拡げていく予定です。24時間いつでもお

とから好評で、今後もサービス提供エリアの拡大を目指してまい

客様が指定したコンビニエンスストアで受け取れるため、お

ります。

客様の多様なライフスタイルの変化に対応できるものと考え
ています。

▲駅に直結する2階出入口から向かって
左側にお酒、右側に日用品が並ぶ
「藤沢店」

いつでも、
どこでも
受け取れる

ビックカメラ.com

全国の
コンビニ

ヤマト運輸の
営業所

楽天ビックのサービス拡充！
▲店の顔である店頭に日用品の特価品コーナー
を設けた
「アウトレット池袋東口店」

▲メインの1階に出入口から自転車が並ぶ
「京王調布店」

当社は、池袋本店が開店した1992年頃から、時計やメガネ・コ

薬や化粧品・日用品と併せて、これら非家電商品はいずれも好調

ンタクトレンズ、お酒、寝具、おもちゃ、自転車、スポーツ用品等の

に売上を伸ばしています。これからも、非家電商品を当社の強み

非家電商品の取扱いを始め、
「専門店の集合体」を目指して品揃え

として、
店づくりに最大限に活かしてまいります。

やサービスの充実に取り組んできました。近年取り扱いを始めた

4月にスタートした楽天市場内のＥＣサイト

内には、大型家電の購入から設置工事、リサイ

「楽天ビック」においても、8月に関東で「当日お

クル品回収のお申し込みまでをワンストップ

届け」サービスを開始しました。また、
2018年

で承るサイトへ生まれ変わる予定です。

ビックカメラ町田小田急店（仮称）、
来春オープン！

「ビックカメラリカー アクアシティお台場店」オープン！
本年8月、初のお酒の専門店を単独出店

い、地域のお客様はもちろん、国内外から

しました。ビール類、日本酒、ワイン、ウイ

の観光客の方のご要望にお応えしてまい

スキーなど2,000アイテム以上を取り扱

ります。

Air Bic Camera続々出店！
日本空港ビルデング株式会社との

来春、小田急線町田駅直結の小田急百貨

共 同 出 資 会 社 が 運 営 す るAir Bic

店町田店に、ビックカメラの新店舗が開店

Cameraは、4号 店 と し て、4月 に 中

します。小田急線内で乗降客数が新宿につ

部国際空港セントレアに出店しまし

いで2位の町田は、周辺の駅から多くの人

た。ま た、本 年11月 に は、商 業 施 設

を集める巨大ターミナル駅で、大きな商圏

「ダイバーシティ東京プラザ」に5号

を有しています。このたび大型改装を行う

店を出店します。今後も、空港や観光

小田急百貨店と一体となり魅力向上に取り

地などを中心に出店し、多様なお客

組んでいきます。

様のご要望にお応えしていきます。

▲
「Air Bic Camera ダイバーシティ東京プラザ店」
イメージ

日本初！店舗併設型のe-Sportsスタジオを開設！
フルワイヤレスイヤホンが試せます！

ゲームを競技として捉える新時代のスポーツe-Sports（エレ
クトロニック・スポーツ）は、世界の競技人口が1億人以上と言

今大人気のケーブルが全くない

われています。当社グループでは、子会社のソフマップが持つ

斬新なフルワイヤレスイヤホンを

パソコン専門店としてのノウハウを活かし、他社に先駆け、高

お客様にご提案するため、音質や装

性能パソコンや周辺機器などe-Sports関連商品を取り揃える

着感をお客様が体感できる独自の

ほか、秋葉原のソフマップの店舗内に、e-Sportsの競技会場と

対面式カウンターを続々と各店舗

して
「eSports Studio AKIBA」を開設しました。今後は、同スタ

に設置しています。これからも、こ

ジオも活用しながら、拡大が見込まれるe-Sports関連需要にグ

うした新たな商品ジャンルの開拓

ループを挙げて応えていきます。
▲多くの観戦客で熱気を帯びる
「eSports Studio AKIBA」

に積極的に取り組んでまいります。

「プラチナくるみん認定」を取得！
当社は、子育て中の従業員が長く
働き続けられる環境の整備に力を入
れており、このたび、厚生労働省から
子育てサポート企業を評価する
「プ
ラチナくるみん認定」
を受けました。
今後も、従業員一人ひとりが働きや
すい職場環境作りを進めていきます。

