株主の皆様へのお知らせ
第40期定時株主総会決議ご通知

証券コード：3048

第40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

報告事項

(1）
第40期
（自2019年９月１日 至2020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40期
（自2019年９月１日 至2020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３円と決定いたしました。
第２号議案
定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。
（監査等委員である取締役を除く。）
10名選任の件
第３号議案
取締役
		本件は、原案どおり承認可決され、木村一義、川村仁志、安部徹、田村英二、秋保徹、中川景樹及び佐藤正昭の７氏が再選さ
れ、中澤裕二、上村武志及び徳田潔の3氏が新たに選任され、
それぞれ就任いたしました。なお、佐藤正昭、上村武志及び徳
田潔の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４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
		本件は、原案どおり承認可決され、大塚典子、岸本裕紀子及び砂山晃一の３氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしまし
た。なお、岸本裕紀子及び砂山晃一の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役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。
第６号議案
取締役
（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。
第７号議案
監査等委員である取締役の報酬額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額
第８号議案	取締役
及び具体的な内容決定の件
		
本件は、原案どおり承認可決されました。
以 上

株主優待情報
ご優待内容

株主優待制度

所有株式数に
応じた株主優待

保有期間に
応じた株主優待

配当金のお支払いについて
第40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
（2020
年11月20日 か ら2020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
ご指定の株主の皆様には、｢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。

2月末日
（基準日） 8月末日
（基準日）
2,000円
1,000円
3,000円
2,000円
5,000円
5,000円
25,000円
25,000円
—

1,000円

—

2,000円

店舗
インターネット
通販サイト

株主メモ

ビックカメラ、コジマ、ソフマップで
ご利用できます
ビックカメラ、
ソフマップで
ご利用できます

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

ご利用の際の注意点は、優待券裏面をご確認ください。

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。

証券会社に口座をお持ちの場合

特別口座の場合

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
郵便物送付先
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）
お取引の証券会社になります。 みずほ信託銀行株式会社
本店及び全国各支店
お取扱店
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
行については、右の
「特別口座 電子化前に名義書換を失念して、お手
の場合」の郵便物送付先・電話 元に他人名義の株券がある場合は至
ご注意
お問い合わせ先・お取扱店をご 急ご連絡ください。
利用ください。

ビックカメラのポイントカードは、
グループ全店で使える「お得」なカードです。
・お支払い金額に応じて、1ポイント＝1円として使えるビックポイントをサービスします。グループ会社のコジマやソフマップでもご利用できます。
・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。

アプリポイントカード
スマートフォンアプリ

ビックカメラ公式スマホアプリをポイントカードとしてご利
用できます。ビックポイントの残数や有効期限のほか、お
買いもの履歴などもすぐに分かるので大変便利です。ま
た、店頭の電子棚札にタッチするだけで商品情報が手に
入る
「アプリでタッチ」
機能がご利用できます。

2020年8月期（2019.9.1-2020.8.31）

NEWS&TOPICS

⃝プライベートブランド商品 続々！
⃝豊富な品揃えを活かした店舗展開
⃝ますます便利に！インターネット通販

クレジット機能付き ポイントカード

ビックカメラグループでのお買いもので、
クレジット

生産性の向上と、持続的な成長を目指して
2020年8月期（2019年9月1日～2020年8月
31日）は、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のと
同時に、専門性、先進性にこだわった売り場づく
りと、接客力の向上による店舗力の強化、また、
伸長するインターネット通販事業の更なる強化
や、プライベートブランド商品の販売注力によ
る粗利向上に努めてまいりました。

2020年8月期の振り返り

検索

減少やインバウンドの激減も重なり実店舗の販
売は低迷いたしました。インターネット通販の
販売は伸長したものの、実店舗の低迷を補うに
は至らず、売上高は、前期比94.8％の8,479億円
となりました。利益面は、売上の減少に加え、在
庫適正化のために行った処分販売などを主な要
因として、営業利益は前期比52.6％の120億円、
経常利益は前期比56.8％の146億円、親会社株
主に帰属する四半期純利益は前期比38.8％の
54億円となりました。

JPX日経インデックス400構成銘柄

2020年8月期は、消費税増税前の駆け込み需
要がありましたが、その後の反動減が続く中で、
本年2月以降、新型コロナウイルス感染症による
大きな影響が生じております。感染拡大防止の
観点から、営業時間の短縮や、臨時休業を実施し
たほか、都市部では外出自粛に伴う昼間人口の

更なる拡大や、
新規出店や既存店の改装など実店
舗 の 販 売力 向上 に 取 り 組 む こ とか ら、売 上 高
8,960億円を見込んでおります。利益面は、プラ
イベートブランド商品の開発強化、
新規サービス
等の開拓に取り組むなど粗利向上に努めるとと
もに、業務効率化によるコスト削減を行い、営業
利益150億円、経常利益170億円、親会社株主に
帰属する当期純利益79億円を見込んでおります。

配当金に関して

2021年8月 期
（2020年9月1日 〜2021年8月
31日）
は、
家電エコポイント制度から約10年が経
過し、買い替え需要が高まっているテレビ、冷蔵
庫や、
自宅で過ごす
「巣ごもり」
に関連する商品の
堅調な伸びを予想しております。このほか、成長
がつづくインターネット通販事業や法人事業の

当社は、業績に応じた適正な利益配当の実施
を利益配分の基本方針としております。この基
本方針を鑑み、期末配当を1株当たり3円といた
しました。この結果、年間では13円となります。
なお、今期の配当金は年間で15円を予定してお
ります。
今後も引続き、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。

経常利益（億円）

親会社株主に帰属する当期純利益
（億円）

今後の見通し

売上高（億円）

払いでも現金払いと同率のビックポイントをサービ
スします。さらに、ビックカメラグループ以外でのご
利用の際は、ビックポイントとJRE POINT※2の2つ
のポイントが貯まります。また、ポイントが貯まるお得

※1 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。

7,906

2017.8

このほか、クレジット機能の無いビックポイントカードがあります。

8,440

8,940

8,479

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

2017.8

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。

2018.8

2019.8

2020.8

8,960
（予想）
2021.8

1株当たり当期純利益（円）

74.28

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

ビックカメラ IR

連結財務ハイライト

ビックカメラSuicaカード 年会費無料※1

入会金・年会費無料。

企業に関する
お問い合わせ先

木村 一義

平素より格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
2020年9月より、
代表取締役社長に就任いたしました木村 一義でございます。
まずは、
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々には謹んでお見舞いを申し上げるとともに、
日夜最前線で感染症に対応されている医療従事者の皆様に
は厚く御礼申し上げます。
当社は、
「お客様第一主義を実践し、
最高のサービスをお客様に提供することで社会に貢献する」
とのグループ共通の
「経営理念」
のもと、
創業来不動の、
専門性
と先進性で
「より豊かな生活を提案する、
進化し続けるこだわりの専門店の集合体」
の
「企業理念」
で取り組んでまいります。
速く大きく激しい変化の時代に、
機
敏に、
革新的に変化対応していくために、
「凡事徹底」
と
「進取果敢」
の
「行動理念」
で立ち向かっていきます。
今後とも、
厳しくまた暖かく応援賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

なカードとして本や雑誌で数多く紹介されています。 ※2 JR東日本の共通ポイント

アプリダウンロードはこちら

代表取締役社長

株主の皆様へ

ビックカメラ.comでのご利用方法はこちらをご覧ください➡
※その他のインターネット通販サイトでの
ご利用方法は、各通販サイトでご確認ください。

有効期限

第40期 報告書

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。 https://www.biccamera.co.jp/ir/

〜当社株式の保有内容に応じたお買物優待券（1枚当たり1,000円）を贈呈いたします〜

所有株式数・保有期間
100株以上500株未満
500株以上1,000株未満
1,000株以上10,000株未満
10,000株以上
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
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

BUSINESS REPORT
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NEWS & TOPICS
◀特設ページで商品の選び方
や特徴を解説しています。

プライベートブランド商品 続々！

ますます便利に！

インターネット通販

デザインにこだわったり、機能を絞ることで価格を抑えたりした、プライベー
トブランド商品は、
商品ラインナップの増加とともに販売の拡大を続けています。

「使いやすい」にこだわります

テレビや冷蔵庫などの家電製品だけでなく、カメラバッグや自転車などの非

最新家電から日用品まで幅広く取り

家電製品も取り扱いしています。
足もとでは商品開発に力を入れ、商品ラインナップを今後1年間で現在の1.5
倍に増やす予定です。また、当社でしか買えない、独自性の高い商品の開発を
進めます。

扱う豊富な品揃えのインターネット通
▲9月に新設した専用サイトでは、全4ブランドの商品を一
覧で紹介しています。

販は、使いやすさにもこだわっていま
す。商品検索の結果は、クリック回数が多い商品順に表示しているので、注目度
の高い商品がすぐに探せます。また、商品分類ごとに選び方のポイントや、おす
すめ商品を紹介する特設ページを開設しています。
今後も品揃え、サービスを拡充し、幅広いお客様が
「使いやすい」インターネッ

「安心の品質をよりお求めや

ビックカメラだからできる

毎日を彩るような、キュート

「無主張と究極のニュートラ

すく」がコンセプト。生活家電

「高機能×低価格」な、ちょっ

なデザインやカラーリングが

ル」をコンセプトに、暮らしに

から乾電池まで取り揃え、赤

といい毎日を過ごすためのア

特徴です。主にキッチン家電

溶け込むデザインとシンプル

いパッケージが目印です。

イテムを取り揃えています。

や美容家電を揃えています。

な使いやすさを追求しました。

13

◀スチ
 ーム機 能でおいし く
焼けるトースター

（タグレーベル バイ アマダナ）

◀可愛らしいデザインが人
気のケトル

（ハッシュタグ）

◀奥行 約 センチの薄型空
気清浄機

（オリジナルセレクト）

◀5・
 5合でもリーズナブル
な炊飯器

（オリジナルベーシック）

ト通販サイトを目指します。

お試しください！

「アプリでタッチ」
ポイントカードとしても使える、
ビック
カメラ公式スマホアプリで利用可能な
「ア
プリでタッチ」
機能は、
店頭の電子棚札
（値
札）
にスマートフォンをタッチするだけで、
商品の特長やクチコミがすぐにチェック
できると好評です。商品選びに役立ち、類
似商品を調べることもできるこの機能は、
8月からビックカメラ全店でお試しでき
るようになりました。
アプリ
ダウンロード
はこちら

中古商品もお任せください！
ビックカメラ.comで、中古商品情報の表示
をはじめました。当社グループ会社のソフマッ
プが販売する、全国の店舗にある展示品や旧モ
デル品など、お得な「一点もの」をチェックでき
るほか、購入もかんたんにできます。

▲商 品紹介ページ下部に、中古商品
の情報を掲載
（画像赤枠内）

▲値札にスマートフォンを
「タッチ」
するだけ！

新型コロナウイルス感染症への取り組み

あれも、
これも送るだけ

ラクウルで、お売りください

安心してショッピングができる環境づくりとして、店頭での検
温の実施や、レジ等の各種カウンターでの飛沫防止フィルムの設

豊富な品揃えを活かした店舗展開

モノがあったらアプリで集荷の指定をすれば、
無料で専用

置など、感染防止対策を取りつつ営業しています。また、従業員に

の梱包資材を持参の上、
指定日時にご自宅まで引き取りに

対しても、テレワークや、店舗や物流拠点の空きスペースを活用し

ビックカメラ 日本橋三越増床オープン

伺います。
パソコンやスマートフォンなどのデジタル家電

た分散勤務を実

だけでなく、アウトドア用品や貴金属やお酒など多様な

施しています。

本年2月の開店から間もない「ビックカメラ 日本橋三越」は、9月に売り場

品目の買い取りに対応しています。

面積を1.7倍に広げました。お客様からのリクエストを受け、おもちゃ、
フィットネス機器の販売を新たに始めたほか、冷蔵庫や洗濯機の品揃えを
拡充しました。

式をオンライン

家電以外も買い取りします

で開催するなど、

▲百貨店限定モデルも取り扱うフィットネス機器専門コーナー

地域に合わせた小型店

来春 熊本駅前にオープン

六本木駅直結の「ビックカメラセレクト 六本木駅店
（6月）
」と、東京スカイ

複合商業施設を含む複数の大型ビルがまもな

ツリーに併設する東京ソラマチ内に「Air BicCamera 東京スカイツリータ

く完成予定で、
新たなショッピングゾーンとなる

ウン ソラマチ店
（5月）」を出店しました。どちらの店舗もコンパクトながら

熊本駅前に、来春、ビックカメラが出店します。

品揃えを厳選し、また、店舗に取り扱いの無い商品でも他店舗から取り寄せ

ビックカメラならではのサービスや品揃えを活

ることで幅広いお客様のニーズにお応えしています。

かし、
地域の皆様に愛される店舗を目指します。

▲飲食店が多い六本木エリアでは、
お酒が充実

このほか、内定

新たな取り組み
etc...

を行っています。

◀全国 各 地の内 定 者に向けた、
オンライン内定式の様子

らくらくかんたん買取アプリのラクウルは、売りたい

株 主 様 限 定ク ー ポ ン

▲日本空港ビルデング株式会社との共同出
資会社が運営するAir BicCamera

※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

