
やテレワーク需要による押上げの反動減が見込まれ
るほか、インバウンドマーケットについても依然と
して回復が見込めないものの、下期に向けて都市部
の人流が回復すること、またインターネット通販事
業や法人事業の更なる拡大を見込むことにより、売
上高8,060億円（前期比96.6％）を見込んでおります。
なお、2022年8月期の期首より適用となる「収益認識
に関する会計基準」の影響を除くと、8,400億円（前期
比100.7%）となります。営業利益157億円（前期比
86.2％）、経常利益175億円（前期比80.9％）、親会社
株主に帰属する当期純利益88億円（前期比100.4％）
を見込んでおります。

　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、1株あたり10円の期末配当を行いました。この
結果、年間では15円となっております。
　なお、2022年8月期の年間配当金は年額で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
う心よりお願い申し上げます。

　2021年8月 期（2020年9月1日 ～2021年8月31
日）は、サステナビリティ経営を推進し、企業が社会
に存在する意義であるパーパスを「お客様の購買代
理人としてくらしにお役に立つくらし応援企業であ
ること」として定め、「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」を目指し、お客様の購買代理人として、独自
性のあるプライベートブランド商品の開発や目利き
の効いた商材の調達や新規サービス・新規事業の開
拓等による「商品力」の強化、接客力と商品知識を基
盤にした「人の力」とお客様目線の売場づくりといっ
た「場の力」に集約される「販売力」の強化に取り組ん
でおります。また、現場業務の効率化・短時間化、人財
育成、組織活性化等による生産性の向上にも取り組
んでまいりました。

　新型コロナウイルス感染症による当社グループへの
影響につきましては、感染症拡大防止を重視する観点
から実施していた営業時間の短縮を、緊急事態宣言の

再 発 出 に 伴 い 一 層 強 化 し た ほ か、一 部 店 舗（Air 
BicCameraの一部）では臨時休業を継続しております。
ビックカメラにおきましては、都心の昼間人口減少
にインバウンドの激減が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事業は、販売を大
きく伸ばしたものの実店舗の低迷を補うには至りま
せんでした。一方、都市近郊を中心に事業を行うコジ
マにおきましては、テレワークなどによる商圏内の
昼間人口増加などを背景に販売を伸ばしました。
　なお、当社が期初から取り組んでまいりました、粗
利益率の向上、販管費の削減、投資の厳選には一定の
成果が見られ、収益体質の改善は進んで来ておりま
す。
　以上の結果、2021年8月期の売上高は 8,340億円

（前期比 1.6％減）、営業利益は 182億円（前期比 
51.0％増）、経常利益は 216億円（前期比 47.2％増）、
親会社株主に帰属する当期純利益は 87億円（前期比
60.7％増）となりました。

　2022年8月 期（2021年9月1日 ～2022年8月31
日）の通期業績予想は前年から続いた巣ごもり需要

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

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号（2021年11月22日より）
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。

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

— 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

— 2,000円

〜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〜株主優待情報

ご利用の際の注意点は、優待券裏面をご確認ください。

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

ビックカメラ、コジマ、ソフマップで
ご利用できます店舗

ビックカメラ、ソフマップで
ご利用できます

インターネット
通販サイト

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。

株主の皆様へのお知らせ

株主の皆様へ 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々に謹んでお見舞いを申し上げます。
また、日々医療の最前線で尽力されている医療従事者の皆様に深く感謝を申し上げます。
当社は、お客様の購買代理人として、店舗の感染対策を最優先にしながら安心・安全で快適・便利な生活用品を充実させ、
コロナを乗り切るお客様のくらしにお役に立ちたいと願い、店舗運営・サービスを推進しております。
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。

連結財務ハイライト
経常利益（億円）
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親会社株主に帰属する当期純利益（億円）
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15.0

20.0

13.0

20.0

10.0
15.0 3.0

10.0

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8（予想）

10.0
（中間配当）
10.0

（中間配当）
10.0

（中間配当）
10.0

（中間配当）
5.0

（中間配当）
5.0

（中間配当）
5.0

（中間配当）
5.0

（中間配当）

15.0

10.0
5.0

（中間配当）
5.0

（中間配当）

1株当たり当期純利益（円）
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3,655 4,004 4,544
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報告事項  (1） 第41期（自2020年９月１日　至2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 (2） 第41期（自2020年９月１日　至2021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（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
   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、中澤裕二、 

佐藤正昭、上村武志、徳田潔の10氏が再選され、根本奈智香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３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４号議案  取締役（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

　第41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

（2021年11月22日 から2021
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。

配当金のお支払いについて

記

証券コード：3048

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

BU S I N E S S  R E P O R T

JPX日経インデックス400構成銘柄

代表取締役社長
木村 一義

第41期 報告書 2021年8月期（2020.9.1-2021.8.31）

⃝ ビックカメラ池袋 SELECT がオープン
⃝ ビックイノベーションキャピタルの創設
⃝ サステナビリティの取り組み

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　E-Mail ir@biccamera.com
株式会社ビックカメラ 広報・IR室企業に関する

お問い合わせ先

ビックカメラのポイントカードは、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 クレジット機能付き ポイントカード

※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。

※2  JR東日本の共通ポイント

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。

スマートフォンアプリ
ビックカメラグループでのお買いもので、クレジット払いで
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なカードとして本や雑誌で数
多く紹介されています。

ビックカメラSuicaカード 年会費無料※1

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。
入会金・年会費無料。

アプリダウンロードはこちら

お客様の購買代理人として

今後の見通し
１年を振り返って

配当金に関して

第41期定時株主総会決議ご通知　第41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。

NEWS
&
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NEWS & TOPICS

株主様限定クーポン

ビックイノベーションキャピタルとは
　この度、パーパス実現に向けて、自社を取り巻く社会的課題の中から脅威となり得る社会的課
題を抽出、かかる課題を事業を通じて解決し事業機会に昇華し得る経営課題（マテリアリティ）を特
定し、このマテリアリティに沿って既存事業の深化と新事業の探索の両軸で、ビックイノベーション
キャピタルをインターフェースとしてオープンイノベーションを加速させることを目的としています。

　ビックイノベーションキャピタルの第1号出資案件は、カメラ機材のサブスクリプションサービス「GooPass」を展開するカメラブ株式会
社様です。
　当社の祖業であるカメラをもっと気軽に、もっと本格的に、新しいカメラの楽しみ方を伝えていくと共に、サブスクリプションやレンタルモ
デルでのカメラ利用からの循環型社会（サーキュラーエコノミー）への取り組みを強化してまいります。

カメラのサブスクリプションサービス
サービス拡大　モノ→コト

　家事の負担を軽減する時短家電や環境意識の変化を受ける省
エネ家電のニーズが高まっていることから、白物家電を中心とする
家電コーナーを大幅に拡大しました。広々とゆったりした売場では、
新たな体験が感じられる「コト軸」でのくらし提案を行っています。
　このほか、店頭に増床移転した
携帯電話コーナーでは、高速ネッ
トワークの５Ｇに対応したスマート
フォンやおとくな料金プランなど
を、お客様の利用目的や用途に合
わせて提案しています。

池袋本店

お客様の購買代理人としての買い物がしやすく楽しい環境づくり
池袋東口大改装リニューアル

　デジタルカメラは高画質動画撮影のニーズの高まりにより、パソ
コンとの親和性が高まっています。カメラが祖業である当社の強み
と、パソコンの専門館として
のノウハウが一つになる事で、

「動画編集」「画像編集」といっ
たお客様の興味関心に専門
館としてお応えします。

▲ 動画・画像編集提案コーナー

◀ 

時
短
調
理
コ
ー
ナ
ー

カメラ・パソコン館

　地域の特性や環境に合わせて取扱商品を厳選する４店舗目の
「SELECT店」として、本年7月に「ビックカメラ池袋 SELECT」が誕生
しました。「Apple製品がワンストップで揃う」をコンセプトに、Apple 
製品や関連製品を豊富に取り揃えるほか、好評の修理サービス

（Apple 正規サービスプロバイダ）も提供し専門性を高めています。
　また池袋の新たな情報発信基地として、高性能・多機能化の進展
そして健康志向の高まりから注目が集まるスマートウォッチを数多く
用意し、先進的商品を「体感・体験」できる提案に力を入れています。

ビックカメラ池袋 SELECT
専門性と先進性の追求 ◀

池
袋 
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ビックカメラ池袋 SELECTがオープン

ビックイノベーションキャピタルの創設

　当社の掲げる三大戦略の筆頭に従業員のウェルビーイング推進を掲げ、サステナビリティ推進部及びウェルビーイン
グ推進室を新設しました。
　女性活躍場の創出や、従業員の物心両面での満足度向上への取り組み、また自己申告制度の活用などによるやりた
い仕事につける機会の提供にも努めてまいります。

～サステナビリティ推進部とウェルビーイング推進室の新設～

詳細はこちら

　社内にパーパスを浸透させること、また、お客様にお喜びいただいた好事例を共
有することで、購買代理人としての心得を広げていくことを目的として年に4回授
賞式を実施しています。
　本大賞は、お客様からの御礼や感謝のメッセージをいただいた全従業員を受賞
対象とし、その中から厳選し、表彰しております。
　また、ビックカメラ従業員だけではなく配送設置のお取引先様にも感謝状をお渡
しし、全社をあげて購買代理人の育成に取り組んでまいります。

　２021年6月21日より8月13日にか
け、首都圏・関西圏に勤務する当社グ
ループの従業員、そのご家族及びお取
引先様のご希望者約17,500名を対象
に2回のワクチン接種を実施しました。
　医療機関のご協力のもと、運営は当
社グループの従業員が行い、社内及び
グループ各社の団結力も深まりました。
　職域接種実現により、お客様が安心し
てご来店いただける環境を作ることがで
き、従業員のウェルビーイングを推進し
ました。
　当社グループは、引き続き、感染防止
対策に取り組んでまいります。

　2021年9月15日、ビックカメラ創業の
地「高崎市」と包括連携協定の締結を行
いました。
　今後もビックカメラは地域社会への貢
献を通じお客様のくらしにお役に立つだ
けではなく、地域産業の活性化にも貢献
できるよう、地方自治体との連携に取り
組んでまいります。

　当社が日本で一番多くのメダリストを
派遣した団体として「スポーツ功労団体
表彰」を受賞し、併せて、「総理大臣感謝
状」、「文部科学大臣顕彰・表彰」を受章
いたしました。
　今後もスポーツ活動を応援し、スポー
ツ活動を通じた地域、社会への貢献に取
り組んでまいります。

詳細はこちら 詳細はこちら

包括連携協定「総理大臣感謝状」「文部科学大臣顕彰・表彰」受章

パーパス大賞 新型コロナワクチン職域接種の取り組み

パーパス

企業理念

企業ミッション

行動理念

取り組み 1

取り組み 3

取り組み 2

取り組み 4

サステナビリティの取り組み

※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


