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▪体験型の店づくりをすすめています。 
▪スマホアプリが全面リニューアル！
▪町田店オープン！

Business Report

連結財務ハイライト
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■第2四半期累計 ■通期
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（億円）

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
https://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
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代表取締役社長
宮嶋 宏幸

　 当 上 半 期(2018年9月1日 ～2019年2月28
日)は、当社グループをあげて、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ならび
に物流拠点の在庫管理精度の向上及びコスト抑
制等の物流改革に取り組んでまいりました。

　当上半期は、売上高が既存店及び新店の販売
が順調であったことに加え、インターネット通
販の拡大や、普及が進むキャッシュレス決済に
関連するキャンペーンによる販売押し上げと
い っ た 要 因 に よ り、前 年 同 期 比106.5 ％ の
4,418億円となり、公表予想を上回りました。
　商品の動向では、Windows7 OSのサポート
終了を１年後に控えたパソコンやゲームの販売

生産性の向上と持続的な成長を目指して

売上・利益ともに公表予想を超過

　売上高は当初8,900億円を見込んでおりまし
たが、前年同期比106.0％の8,950億円に上方
修正いたしました。また、営業利益は288億円、
経常利益は306億円、親会社株主に帰属する当
期純利益は178億円を見込み、売上高、各利益は
いずれも過去最高を目指してまいります。

　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1.4％
にあたる上限250万株、最大30億円の自己株式
の取得の実施を決定いたしました。なお、自己株
式の取得の決定につきましては昨年４月に続く
ものとなっております。
　今後も引き続き、株主の皆様におかれまして
は、一層のご支援を賜りますよう、心からお願い
申し上げます。　　　　　　　　　

以上

が大きく伸びたほか、共働き世帯の増加に伴う
時短ニーズの高まりからドラム式洗濯機の販売
が好調でした。このほか、当社グループが力を入
れる、薬や日用品、スポーツ用品、酒類、コンタク
トレンズといった非家電商品の販売も伸長いた
しました。
　営業利益は前年同期比94.8％の126億円とな
りました。新たな物流拠点の稼動、また、業務の
効率化や事業拡大に向けた投資に関する費用に
より前年同期比減益となりましたが、公表予想
を上回りました。　
　経常利益は、前年同期比96.8％の139億円、親
会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比
95.5％の83億円となり、ともに公表予想を上回
りました。

　上半期の実績を踏まえ、通期の売上高予想を
修正いたしました。

過去最高の実績を目指します

自己株式の取得

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

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］

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を還元。
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

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と、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があります。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）

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

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。

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。

（https://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。

●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

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

証券コード：3048 JPX日経インデックス400構成銘柄

　ビックカメラが行う、従業員が能力を発揮しながら健康に
働き続けるための取り組みが評価され、経済産業省が主導し、
従業員の健康管理を戦略的に実践する企業を評価する「健康
経営優良法人2019」の認定を受けまし
た。今後も、ビックカメラの経営理念にあ
る「お客様に最高のサービスを提供する」
ために、健康経営の取り組みに力を入れ
てまいります。

　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。

健康経営優良法人2019
（ホワイト500）に認定!

ビックカメラグループの
サービスサポート
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サービス サポートロゴ修正 2017.4.5 営業企画
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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

配当金（円）



NEWS & TOPICS 最 新 の 情 報 を お 届 けしま す！

　本年2月、小田急線町田駅に直結する小
田急百貨店に、「ビックカメラ町田店」が
オープンしました。
　町田店は、5,000㎡程度の中規模店とし
ては初めて、ビックカメラが取り扱う商品
カテゴリーのすべてを揃えました。展示什
器の上部に在庫を保管することで倉庫を
無くし、一部商品カテゴリーでは人気商品
に絞りこむなどで実現しました。

　また、電子棚札をはじめて全館導入しま
した。電子棚札とは、売価や商品の仕様な
どの表示を電子化したもので、無線通信に
より表示情報をまとめて変更することも
可能です。電子棚札により、お客様には常
に最新の価格を提示できるほか、値札の変
更作業がなくなることから、販売員は一層、
接客に専念できるようになります。

　ビックカメラの新業態店が、全国のショッピングスポットに続々とオープ
ンしています。
　京都・四条通には「ビックカメラセレクト」が、東京・お台場と、沖縄・那覇空
港の新ターミナルビルには、日本空港ビルデング㈱との共同出資会社が運営
する「Air BicCamera」が、それぞれオープンしました。

町田店オープン！
フルラインの品揃えとＩＴの活用

全国のショッピングスポットにオープン！
立地を踏まえた品揃えの新業態

　クリックだけで商品が届くインター
ネット通販は成長が続いていますが、一
方で、わざわざ足を運んででも店頭で
ショッピングしたいというニーズが、依
然として強くあります。ビックカメラで
は、実店舗の強みとして、五感を使い新た
な経験や発見を楽しみながら自分に最適
な商品が見つけられる店づくりを進めて
います。
　ビックカメラ新宿西口店は、リニュー
アルに伴い２階のフロアの殆どをお酒で
埋め、いつものお酒から高級なお酒まで、
お試し価格で飲むことができる「試飲カ
ウンター」を設置しました。ここでは、最
新調理家電で作ったお酒に合うおつまみ
も一緒に提供し、新たな体験ができる場

としてご好評をいただいています。
　また、ビックロ ビックカメラ新宿東口
店では、実際のリビングとダイニングを
模した空間を作り、リフォーム商品とIoT
家電を融合させた、最新の住まい空間の

提案を始めました。インターネット回線
等と接続して使うIoT家電は、声やスマー
トフォンで簡単に操作できるほか、設定
することで自動動作をさせることも可能
です。

体験型の店づくりをすすめています。 
最新家電とお酒のコラボで新たな体験！

▲  試飲カウンター ▲  リフォーム×IoT家電体感コーナー

　2005年に電子マネー「Suica」を導入
した以降、キャッシュレス決済手段を順
次増やし、2017年には仮想通貨「ビット
コイン」も導入しています。多様化が見込
まれるキャッシュレス決済への対応に、
引き続き力を入れていきます。

　ビックカメラグループでは、キャッ
シュレス決済の代表格である、スマート
フォンを使った決済サービスの導入を進
め て い ま す。昨 年12月 に 始 め た

「PayPay」を皮切りに、「LINE Pay」、「ｄ
払い」、「au PAY」の4種類の「QRコード
決済」を一気に導入しました。

話題の「QRコード決済」がつかえます！

◀ ビックカメラセレクト京都四条河原町店イメージ

◀  
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　ビックカメラのスマホアプリが新しくなり
ました。デザインを一新のうえ、操作性やス
ピードが大きく向上しました。
　新しくなったスマホアプリは、ショッピン
グを“らく”にする新機能を多数搭載しました。
商品の検索履歴をアプリが分析し、一人ひと
りのお客様に合わせた商品情報をお届けする

「Myカテゴリ」。また、ワンタッチで使用でき
る「欲しいものリスト」は、気になる商品の価

格変化をいつでも確認できます。このほか
「バーコードスキャン履歴」では、気になる商
品のバーコードを読み取ることで、その商品
のことをいつでも簡単に調べられるようにな
ります。
　また、お得なクーポン券の配信や、アプリの
ご提示で店頭ショッピングの送料無料サービ
スなども行っていますので、ぜひご利用くだ
さい。

スマホアプリが全面リニューアル！
ショッピングがらくらく、情報収集もらくらく

　ビックカメラグループのインター
ネット通販事業は、物流機能の強化に
よる配送の納期短縮やサービス向上、
またビックカメラ各店舗を活用した
サービスの提供に力を入れています。
　昨年10月、全国で２つ目となるイ
ンターネット通販に対応する物流拠
点を大阪に設置しました。関西だけで
なく西日本全域をカバーするこの物
流拠点の稼動により、西日本全域でお
届け納期を短縮したほか、大阪市内な
ら最短でご注文当日に商品をお届け

できるように
なりました。
　このほか、
ネットから
店頭の商品
を取り置け
る「ネット取
り置きサー
ビス」は、取
り置きができる範囲を拡げ、物流拠点
などにある商品も指定の店舗で受け
取れるようになりました。

当日配送の対象地域が拡大！
ネット取り置きサービスもさらに充実

　近鉄八尾駅前のショッピングモール「アリオ八
尾」に、ビックカメラの新規出店が決定しました。
本年6月のオープン予定で、ビックカメラならで
はの品揃えとエンターテインメント性に富んだ
店づくりに取り組んでいきます。

ビックカメラの新たな出店！

▲「アリオ八尾」外観

◀Air BicCamera
　イメージ

　昨年12月に大リニュー
アルをした楽天ビックは、
楽天市場の中で独自のプ
ラットフォームを導入し、
配送設置や工事が伴う家
電商品の購入がスムーズ
に行えるようになりまし
た。また、楽天ビック上で
もビックカメラの店頭商
品の取り置きサービスを開始しましたが、い
ずれも、楽天㈱とのコラボでなければ実るこ
とはなかった取り組みです。

楽天ビックが大リニューアル！
お買い物が“もっと”しやすく


