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株主の皆様へのお知らせ

B U S I N E S S  R E P O R T
第40期 中間報告書 2020年8月期第2四半期（2019.9.1-2020.2.29）

⃝�日本橋三越本店にビックカメラが誕生
⃝�販売効率の最適化
⃝�統合報告書の発行

N E W S & T O P I C S

株主の皆様へ

　当上半期（2019年9月1日～2020年2月29日）
も、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、消費増税前の駆け込み需要があっ
た一方、その後の反動減が長引く中、記録的な暖
冬や新型コロナウイルス感染症の影響も重なり、
売上高は前年同期比98.8％の4,365億円となり
ました。商品動向では、本格的な買い替えサイク
ルに突入したテレビや、2020年1月14日のOSサ

の業績予想を、売上高は前期比94.1％の8,410億
円、営業利益は前期比15.3％の35億円、経常利益
は前期比25.1％の65億円、親会社株主に帰属す
る当期純利益は前期比12.8％の18億円に修正い
たしました。

　当社は、株主の皆様への利益還元を最も重要な
経営課題の一つと考え、業績に応じた適正な利益
配当の実施を基本方針としており、このたび1株
当たり10円の中間配当を行いました。期末の配
当につきましては、前述の通り通期の業績予想を
修正したことから、誠に遺憾ではございますが、
期末の配当予想を未定に修正いたしました。何卒、
ご理解賜りたく存じます。
　今後も引き続き、株主の皆様のご支援を賜りま
すよう、心からお願い申し上げます。
� 以上

ポート終了に伴い買い替え需要が喚起されたパ
ソコンの販売が好調でしたが、記録的な暖冬によ
りエアコンなどの季節家電や、法改正で価格面で
の魅力が低下した携帯電話は販売が低調でした。
　利益面は、売上高の減少に加え、新規出店や積
極的なIT投資による費用の増加を主な要因とし
て、営業利益は前年同期比60.6％の76億円、経常
利益は前年同期比65.3％の90億円、親会社株主
に帰属する四半期純利益は前年同期比58.4％の
48億円となりました。

　首都圏を中心に店舗展開する当社グループに
おいては、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、営業時間の短縮や休業、またインバウンドの
激減、東京オリンピック・パラリンピックの延期
などにより販売が大きく落ち込んでおり、下半期
において大きな回復は見込めないと想定し、通期

生産性の向上と
持続的な成長を目指して

当上半期の回顧 今後の見通し

配当予想の修正

JPX日経インデックス400構成銘柄

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。

東京都豊島区高田三丁目23番23号

電話�03-3987-8785（受付時間/平日9：00～18：00）E-Mail�ir@biccamera.com
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

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

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。
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ソフマップ ロジスティクス本部
　パソコンや関連する中古商品のほ
か、アニメグッズなども取り扱うソ
フマップは、昨今のアニメファンの
裾野拡大に伴い女性のお客様が増え
ています。多様化するニーズを満た
す新たな取り組みとして、女性に人
気のアニメグッズを集めた専門店の
展 開 や、ア ニ メ の イ ベ ン ト を�
実施するカフェの運営などを行って
います。

　このたび、物流本部をロジスティクス
本部へ変更し、業務の範囲を拡大しました。
売上高1,000億円を突破したインター
ネット通販は、現在2,000億円を目指し
ています。この成長を支える物流の重要
性は一層高まっており、迅速な商品配送
にくわえ、不用品の下取りや当日配送エ
リアの拡大など、より満足度の高いサー
ビスの提供に力を入れていきます。

代表取締役社長
宮嶋 宏幸

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に罹患された方、またそのご家族や関係者の皆様にお見舞い申し上げます。
当社におきましては、お客様と従業員の安全確保を最優先に考え、店舗の休業や営業時間の短縮を図りながら、社会生活維持の
ため、家電製品を中心とした生活必需品や在宅勤務に資する製品の販売に取り組んでおります。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

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〜

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。

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。

●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

●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。

※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。

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

ご利用の際のご注意点

昨年8月末時点の株主様にお届けした株主様お買物優待券の有効期限を3か月延長いたします。
【有効期限の延長】2020年5月31日まで�➡�2020年8月31日までお知らせ

▲�新たにスタートしたアニメグッズ専門店
「アニメガ×ソフマップ」

▲�従来に比べ1.7倍に増床したイン
ターネット通販向け物流倉庫
（2020年3月）



N E W S  &  T O P I C S

　2020年2月7日、三越様のおもてなしと、ビックカメラの家電に関
する専門的品ぞろえを融合した家電の新スタイルショップとして、
「ビックカメラ�日本橋三越」が開店しました。
　この店舗だけの「家電コンシェルジュ」が、三越様のスタイリスト
（販売員）と連携し、電化製品の提案にくわえ、商品搬入の立ち合いや
アフターケアといったことも行います。また、日本橋三越本店の雰囲
気に合わせて販売員の服装を赤いベストからスーツに変え、お客様
のおもてなしに当たります。
　このほか店頭には、ビックカメラの豊富な品ぞろえから厳選した
商品とは別に、ビックカメラの既存店舗では取扱いがない百貨店限
定モデルも取りそろえています。

　2018年末の初導入から1年あ
まり、電子棚札（値札）がビックカ
メラ全店に拡大しています。
　価格変更に手間のかかる“紙”に
比べ、ITの活用で「すぐに」「自動
で」価格を変更できるデジタルの
電子棚札は、1年以上にわたる効果
検証を経て、機能の強化を進めて
います。

株主様限定クーポン

▲�日本橋三越新館外観

　インターネット通販ショッピングでは、クチコミ評判が重視さ
れる傾向にあります。
　ビックカメラ.comでは、このク
チコミ（商品レビュー）を見やすく
し画像投稿もできるようにしまし
た。なお、商品レビューの投稿をし
ていただいた方にビックポイント
を贈呈しています。

ビックカメラ.com大好評！

日本橋三越本店にビックカメラが誕生 販売効率の最適化

　ビックカメラグループとして初となる統合報告書（統合報告書
2019）を発行しました。事業戦略やESG情報などを分かりやすく
まとめたこの統合報告書は、多くのステークホルダーの皆さまに、
ビックカメラグループへの理解を深めていただけるよう、これか
らも内容の充実を図っていきます。
https://www.biccamera.co.jp/ir/csr/pdf/BICCAMERA_IR19_200218.pdf

　経済産業省が進める「健康経営優良
法人認定制度」で、ビックカメラが２年
連続して「ホワイト500」に認定されました。従業員や
その家族の健康を支える取り組みが評価されました。

　ビックカメラでは、新型コロナウイルス感染症の抑制
と予防の対応として、一部店舗の休業や営業時間の短縮
のほか、以下の対策を講じています。

２年連続「ホワイト500」に認定

新型コロナウイルス感染症の対応について

　千葉駅は2018年の新駅ビル開業により活気を帯びる中、駅周辺では複数
の大規模再開発が進んでいます。そのうち、千葉駅東口のバスターミナル正
面で進む再開発の中心で、2022年竣工予定の商業施設にビックカメラが出
店します。2年程度ある営業開始までの時間を活かし、地域のニーズを十分
に満たす店舗に仕上げていきます。

2022年�千葉駅前に誕生

　らくらくかんたん買取アプリのラクウルは、売りたい
モノを箱に入れて送るだけ。簡単なうえ、電化製品のほ
か、衣類、ブランド品、アウトドア用品や楽器など買取り
商品の幅広さから、非常に好評です。また、本年3月には
白物家電や家具の出張買取もスタートし、ますます便利

になりました。

ラクウルなら、なんでも買い取ります

統合報告書

３つのゾーンで新たな試み
　ワンフロアで構成される店内を、コン
セプトが異なる3つのゾーンに分けまし
た。中でも、「クオリティタイムゾーン」
が好評です。
　テーブルやソファを用意した自宅の
リビングさながらの環境のため、お客様
はリラックスした状態で商品の提案を
受けられます。また、その場で最新テレ
ビや高級オーディオの視聴ができるほ
か、試飲や試食で最新キッチン家電の性
能を体感することができます。

クオリティタイムゾーン ◀�
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ウェルカムゾーン

ビックカメラゾーン

アプリで新しい購買体験
　ビックカメラのスマートフォンアプリで利用可能な「アプリでタッチ（特許出願中）」は、
この電子棚札にスマートフォンをかざすだけで欲しい情報を簡単に入手できます。本年8
月末（予定）には、全店で試すことができるようになります。

・レジカウンター等への飛沫防止ビニール
　カーテンの設置
・ソーシャルディスタンスの啓蒙
・店内の消毒や消毒液の設置
・従業員の検温やマスク着用　　など

ぜひお試し
下さい

※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。

※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。


