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代表取締役社長
宮嶋 宏幸

　2019年8月期(2018年9月1日～2019年8月
31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。
　店舗展開では、2019年2月に「ビックカメラ
町田店」、同7月に「ビックカメラ アリオ八尾店」、
同8月に「ビックカメラ イトーヨーカドーたま
プラーザ店」を開店いたしました。また、当社グ
ループの家電と非家電の幅広い品揃えを、立地
や客層を踏まえ集約した店舗形態の新店として、
2018年12月に「ビックカメラ セレクト京都四
条河原町店」を開店いたしました。
　このほか、ビックカメラ公式スマホアプリの
刷新や「楽天ビック」のサイトリニューアル、ま

生産性の向上と持続的な成長を目指して 84.8％の229億円、経常利益は前年同期比88.5％
の258億円、親会社株主に帰属する当期純利益
は前年同期比82.0％の140億円となりました。

　2020年8月期（2019年9月1日～2020年8月
31日）の業績は、前年同期比、増収増益を見込ん
でおります。
　インターネット通販の高水準での成長と新規
出店による効果を見込むほか、当社グループの
オムニチャネルに磨きをかけることで、売上高
9,410億円を見込んでおります。利益面は、増収
および売上高総利益率の向上等により営業利益
252億円、経常利益269億円、親会社株主に帰属
する当期純利益154億円を見込んでおります。
なお、配当金につきましては、１株当たり年間
20円を予定しております。
　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

た大阪に新たなインターネット通販の物流拠点
を立ち上げるなど、当社グループが力を入れる
インターネット通販の一層の拡大への取り組み
も進んでおります。

　2019年8月期の業績は、インターネット通販
の売上伸長に加え、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の押上げもあり、
売上高が前年同期比105.9％の8,940億円とな
り、過去最高を更新いたしました。
　商品動向では、パソコンやゲームの販売が高
伸長となったほか、家事の時短に貢献するドラ
ム式洗濯機が、共働き世帯から高い支持を受け
販売を伸ばしました。
　利益面は、販売が高伸長となったパソコンや
ゲームは収益性が低い商品群のため、売上高総
利益率を大きく押し下げる結果となりました。
　以上を主な要因として、営業利益は前年同期比

売上高は過去最高を更新も減益
増収増益の予想

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。

証券コード：3048 JPX日経インデックス400構成銘柄

株主の皆様へ

連結財務ハイライト
経常利益（億円）

243
292

2017.8 2018.8 2019.8 2020.8

258
269

（予想）230

2016.8

7,906 8,440 8,940

2016.8 2017.8 2018.8 2019.8 2020.8

9,410
（予想）7,790

売上高（億円） 親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

119 135
171

140
154

（予想）

2017.8 2018.8 2019.8 2020.82016.8

配当金（円）

12.0

5.0
（中間配当）

5.0
（中間配当）

5.0
（中間配当）

5.0
（中間配当）

10.0
（中間配当）
10.0

（中間配当）

20.0

12.0

20.020.0

7.0

10.0

7.0

10.0
15.0

2016.8 2017.8 2018.8 2019.8 2020.8（予想）

5.0
（中間配当）

5.0
（中間配当）

10.0
（中間配当）
10.0

（中間配当）

1株当たり当期純利益（円）

65.91

93.65
79.0974.28

87.53
（予想）

2017.8 2018.8 2019.8 2020.82016.8

■総資産（億円）  ■純資産（億円）

2016.8 2017.8 2018.8 2019.8

3,367 3,502 3,655 4,004

1,290 1,455 1,557 1,633

報告事項 (1）第39期（自2018年9月1日 至2019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39期（自2018年9月1日 至2019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10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、安部徹、田村英二、秋保徹、中川景樹、木村一義、
　　　　　佐藤正昭、山田登及び中井加明三の10氏が再選され、新たに上野善晴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　　　　　なお、佐藤正昭、山田登及び中井加明三の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　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

記

配当金のお支払いについて
　第39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

（2019年11月18日から2019
年12月30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。

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。

ビックカメラでクレジットのお支払いでも、現金と同率のビッ
クポイントをサービスします。貯まったポイントは電子マネー

「Suica」にチャージもできます。（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乗車いただけます。また、ビッ
クカメラでご利用の場合、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九州の駅ビルで割引特典があります。貯まったポイントは
JRキューポへの交換や、電子マネー「SUGOCA」にチャージ
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。

お支払い金額に応じたビックポイントをサー
ビスします。貯まったビックポイントは、1ポイ
ント=1円として次のお買物にご利用いただけ
ます。グループ会社のコジマやソフマップでも
ご利用いただけます。

ビックポイントカード

ビックポイント・JALのマイル・電子マネー
WAONが1つになりました。ビックカメラの
お買物では貯めるポイントが選択できます

（ビックポイントまたはJALマイル）。このほか、
電子マネーのWAONもご利用いただけます。

ビックカメラJMB WAONカード

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

株主の皆様へのお知らせ
第39期定時株主総会決議ご通知 第39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。

株主優待情報 〜当社株式の保有内容に応じたお買物優待券（1枚あたり1,000円）を贈呈いたします〜
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店づくりとチャレンジ

　2019年夏、２つのビックカメラが誕生
しました。
　ビックカメラ アリオ八尾店が、大阪府
内でも有数の規模を誇る、地域最大級の
ショッピングモール「アリオ」（２階・３
階）に出店し、ビックカメラ イトーヨー
カドーたまプラーザ店が、たまプラーザ
駅前にある「イトーヨーカドー」（３階）に
出店しました。

夏の連続出店

▲ ビックカメラ アリオ八尾店
（7月1日開店）

▲ ビックカメラ イトーヨーカドーたまプラーザ店
（8月28日開店）

ＩＴの活用
　アリオ八尾店とイトーヨーカドーたまプラーザ店の売場面積
は、主力の大型店に比べて５分の１程度とコンパクトですが、IT
の活用で十分な品ぞろえを感じられる店舗になりました。その取
り組みの1つとして、現在は、多くの人がスマートフォンを片手に
した買い物をしていることを踏まえ、店内の随所にインターネッ

ト通販サイトのビックカメラ・ドットコムにアクセスできるQR
コードを配置しました。店頭に並んでいない商品の性能、価格や
在庫が分かるだけでなく、そのまま買い物もできることから非常
に好評です。

　電子棚札でビックカメラ・ドットコムのレビュー（クチコミ）が
見られるようになりました。変化を続ける消費者の購買行動は、
商品実物を店頭で確認したのち、インターネットで購入する
ショールーミングや、インターネット上のクチコミ評判をもとに
購入商品を絞りこむことが一般的になっています。ビックカメラ

では店頭とインターネット通販（ビックカメラ・ドットコム）の価
格を同一にしているほか、ネットからの商品取り置きといった
サービスもかねてより行っており、お客さまの変化するニーズへ
の対応を続けていきます。

進化し続けます

　新店を中心に導入を進める電子棚
札を使った新たなサービスを開始し
ました。その名も「アプリでタッチ」と
いうもので、電子棚札にビックカメラ
のスマホアプリを入れた近距離無線
通信（NFC）対応のスマートフォンを
かざすだけでビックカメラ・ドットコ
ムの商品ページが表示されるため、気になる商品が、かんたんに
チェックできます。また、アプリでタッチした商品を自宅でじっ

くり検討して、その後、ビックカメラ・ドットコムで買うこともで
きるようになりました。

電子棚札にスマホをタッチ

　体験・体感にこだわりを持って店づくりを行うビックカメラで
は、新店においてもお客様ニーズや店舗立地を踏まえ、品揃えや
サービス、環境の整備に工夫を凝らしました。アリオ八尾店は、
ファミリーの来店が多いショッピングモールの立地にあること
から、ビックカメラ最大の玩具売場をつくりました。また、イトー
ヨーカドーたまプラーザ店は、お酒の「試飲カウンター」を設ける
など、お酒売場を充実させ、スーパーでの買い物を終えたお客様
などで賑わっています。

非家電商品の充実

▲ イトーヨーカドーたまプラーザ店の
試飲カウンター

▲ アリオ八尾店の玩具売場

44番目のビックカメラ
　西武池袋線と西武新宿線が交わる所沢駅と隣
接する西武所沢S.C.（埼玉県所沢市）に、11月8日、
ビックカメラ所沢駅店が誕生しました。

最 新 の 情 報 を お 届 けしま す！

「ラクウル」拡大中
　不要になったパソコンやデジタルカメラなどのデジタル家電やホビー商
品をかんたんに売ることができるサービスとして、昨夏に「ラクウル」をス
タートしました。現在は、他企業との協業により、衣類、ブランド品、アウト
ドア用品、ゴルフ用品にくわえ、お酒や楽器までもが「ラクウル」で売ること
ができます。

買取完了自宅に
集荷

査定結果
通知

アプリで
申し込み 無料キャンセル

ラクウルなら、アレコレまとめて送るだけ！

株主様限定クーポン

ビックカメラならあります！ 便利なサービス

　「電化製品をもっと便利に、もっと簡単に使ってほしい」と考え、
「ビックSUPERサービス」サイトを立ち上げました。このサイトでは、
ビックカメラだけでなく、ソフマップやコジマといったグループ会社
が提供する各種サービスをまとめて確認できます。あったらうれしい
サービスの充実を今後も進めていきます。

かんたん、確実にお持ち帰り「ネット取り置き」 アップル製品の修理なら「正規サービスプロバイダ」 話題のQRコード決済も！ 「選べるお支払い」

なんと最短30分でおとどけ「ビック超速便」 パソコンのトラブルなら「サービスサポートカウンター」 携帯料金をより安く「格安スマホカウンター」

Apple製品

（サービス一例）

在庫 取り置き買い物クチコミ
商品情報

操作方法

を選択

電子棚札に
タッチ

Touch!

スマホアプリの
ダウンロード

※既存株主さまに向けた情報を印刷刊行物のみ掲載しております


