
〜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

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
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

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
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。

株主様限定クーポン

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。更
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

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 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

連結財務ハイライト

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8

8,440 8,940 8,479 8,340

4,150 4,418 4,365 4,212 3,923

8,060
（予想）

■第2四半期累計 ■通期

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8

93.65
79.09

30.98 49.80 54.37
（予想）

47.57 46.58
27.59 32.34 27.16

■第2四半期累計 ■通期

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8

292
258

146 216 198
（予想）

144 139
90 121 106

■第2四半期累計 ■通期

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.2

3,655 4,004 4,720
4,544 4,682

1,557 1,633 1,697 1,795 1,712

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8

171
140

54 87 95
（予想）

87 83
48 56 47

■第2四半期累計 ■通期

2018.8 2019.8 2020.8 2021.8 2022.8

5.0
（中間）

10.0
（予想）

5.0
（中間）

15.0

20.0

10.0
（中間）

10.0

20.0

10.0
（中間）

3.0
13.0

15.0
（予想）

5.0
（中間）

10.0

15.0

売上高（億円）

1株当たり四半期（当期）純利益（円）

経常利益（億円）

■総資産（億円） ■純資産（億円）

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（億円）

配当金（円）

株主の皆様へ 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。

BUSINESS REPORT
第42期 中間報告書 2022年8月期第2四半期（2021.9.1-2022.2.28）

⃝ 新店舗オープン情報
⃝ 循環型社会（サーキュラーエコノミー）への取組強化
⃝ ビックイノベーションキャピタル
⃝ サステナビリティ経営の推進

NEWS&TOPICS

明な状況であるものの、上期及び足もとの消費環
境を踏まえ、売上高においては、公表予想を据え置
き8,060億円、利益面では上方修正し、営業利益
は178億円、経常利益は198億円、親会社株主に
帰属する当期純利益は95億円を見込んでおりま
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
針に鑑み、このたび１株当たり５円の中間配当を行
いました。なお、期末の配当は10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、心からお願い申し上げます。

億60百万円（前年同期は4,212億11百万円）、営
業利益は94億39百万円（前年同期は102億56
百万円）、経常利益は106億65百万円（前年同期
は121億21百万円）、税金等調整前四半期純利益
は105億15百万円（前年同期は119億34百万
円）となりました。法人税等合計が36億20百万円、
非支配株主に帰属する四半期純利益が21億25
百万円となったため、親会社株主に帰属する四半
期純利益は47億70百万円（前年同期は56億89
百万円）となりました。
　なお、当期首より「収益認識に関する会計基準」
を適用しており、旧会計基準による売上高は
4,074億円となります。

　通期の業績予想は、市場環境は依然として不透

　「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」と定めたパーパスのも
と、「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」を企
業理念に掲げ、「循環型社会（サーキュラーエコノ
ミー）への取組強化」、「お客様エンゲージメントの
向上」及び「従業員エンゲージメントの向上」をマテ
リアリティ（重要経営課題）として特定しており、そ
の実現に向け「従業員のウェルビーイング推進」、

「生産性向上戦略」及び「成長戦略」を３大戦略に掲
げ、取り組んでおります。

　当第２四半期連結累計期間の売上高は3,923

当上半期を振り返って

お客様の購買代理人として

今後の見通し

配当金に関して

※株主様限定特別優待クーポンを印刷刊行物のみ掲載しております。



NEWS & TOPICS

サステナビリティ経営の推進

循環型社会（サーキュラーエコノミー）への取組強化
ソフマップによる株式会社じゃんぱら完全子会社化 買取・リユース販売

　ソフマップの買取
総合サービス「ラクウ
ル」の拡大にグルー
プの総力を挙げて取
り組んでおり、順調に
買取高を伸ばしてお
ります。
　今後も一層の認知
度向上に取り組んで
まいります。

　2021年12月、全国50店舗でスマートフォンを中心とするデジタル家電
の買取・下取り、リユース事業を展開する「株式会社じゃんぱら」をソフマッ
プの完全子会社といたしました。
　これにより、当社グループの中古売上高
は一気に2.2倍となり、今後はデジタル家電
リユース市場における更なる強化、シェア拡
大とともに、店舗網の地域補完性が期待さ
れます。更に、中古商品の特性である一般消
費者からの買取による仕入ルートの拡充に
おいても、高いシナジーを期待しております。

新店舗オープン情報 ソフマップAKIBA駅前館
4月29日オープン

　連結子会社のソフマップは、新品・リユース・アウ
トレットのハード総合店舗『ソフマップAKIBA駅前
館』をJR秋葉原駅、電気街口出てすぐの場所に
2022年4月29日にオープンいたしました。
　新品・中古・アウトレットと幅広い価格帯の商品提
供、使っていたお品物の買取・
下取り、購入後のサービス・サ
ポートと安い・便利・あんしんが
詰まった『ソフマップAKIBA駅
前館』では、様々なお客様の

「欲しい」「困った」を解決できる
よう、取り組んでまいります。

　2022年6月、JR西日本の高槻駅とペデストリアンデッキで直結する高槻阪急の3階へ
出店いたします。ビックカメラ高槻阪急店は『わたしたちの街の頼りになる専門店』をコン
セプトに、地域密着の取り組みや高槻阪急の各テナントとの相互送客の取り組みを行う
ことで地元のお客様に愛される地域密着型の店舗を目指してまいります。店内には、話題
の商品や最新の家電を揃えるだけでなく、ご年配の方や子育てをされるファミリー層が
多い高槻駅周辺のニーズに合わせ、電動自転
車やおもちゃなどの取り扱いもいたします。ま
た、商品購入後のサポート、修理の受付、不要に
なった家電製品の買取など、お困りごとの相談
を承るカウンターをご用意し、お客様の購買代
理人としてお客様のくらしにお役に立てるよう
取り組んでまいります。 高槻阪急外観

ビックカメラ高槻阪急店オープン

ビックイノベーションキャピタル
スタートアップ・外部企業が持つ先進的な技術・商品開発力等と自社の顧客基盤・営業力等を融合し、新たな戦略的事業の立ち上げやプライ
ベートブランド商品の開発等を目的に、2021年7月に総額100億円規模のコーポレートベンチャーキャピタルを設立し運用を開始

　ライブ 配 信 事 業のパイオニアである
SHOWROOM株式会社様と同社が培ってき
たライブ配信のノウハウと、ライブコマース領
域での新たな価値創出を目指し資本業務提
携をいたしました。
　「日本に新たなライブコマース市場を創り上
げる」という壮大なビジョンを持った同社と、
今回の資本業務提携を通じて、お客様がネッ
ト上で楽しみながら、体験しながら、商品をお
買い求めいただける新たなチャネルの創造に
取り組んでまいります。

　プログラミングを学ぶ教育用ロボット「あるくメカ
トロウィーゴ」を開発する株式会社リビングロボット
様と資本業務提携をいたしました。
　くらしを応援するモノづくり・コトづくりを体現さ
れている同社との協業は、「あるくメカトロウィーゴ」
を当社で販売することから始め、中・長期的にはプ
ログラミングを通じた体験
サービスでの協業、両社の
ナレッジを活かした新たな
商品とサービスの共同開発
等に幅広く取り組みができ
ることを期待しております。

　プライバシー加工を行うAIを利用した防犯&見
守りカメラを提供する株式会社JUSTICEYE（ジャ
スティスアイ）様と資本業務提携をいたしました。
　安心安全とプライバシー保護の両立をビジョン
に掲げ、AI防犯＆見守りカメラの企画・開発に取り
組む同社との資本業務提携を通じて、防犯＆見守り
カ メ ラ「JUSTY（ ジ ャ ス
ティ）」の取り扱いを手始め
に、継続的に利用できる安
心安全なくらしを応援する
サービス（コト）の共同開発
を進めてまいります。
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と資本業務提携

「防犯＆見守りカメラ
『JUSTY』」

「あるく
メカトロウィーゴ」

と資本業務提携 と資本業務提携

　統合報告書2021を公開いたしました。
　今回の統合報告書は「パーパス」の制定された年の統合報告書として、「マテリアリ
ティ（重要経営課題）」を軸とした戦略に関する内容を多く掲載しております。株主様
や投資家の方々のみならず、従業員も購買代理人であることを更に強く認識しても
らうことも目的として作成いたしました。表紙に関しては、女性従業員達自ら考案か
ら作成まで手掛けている点、また店舗や多くの従
業員を掲載することで、従業員自身の「パーパ
ス」への理解をより深めるもの
としても統合報告書を活用して
います。是非ご一読ください。

　当社は、２０２１年１２月に「気候関連財務情報
開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を
表明いたしました。脱炭素社会構築に貢献する
ことは重要な企業の役割のひとつであると考え
ており、今後、気候関連財務情報の拡充を通じ
て、ステークホルダーとの建設的な対話を進め、
更なる企業価値向上を目指してまいります。

統合報告書2021を公開 TCFDへの賛同表明

　2018年より男性のワークライフバランスを促進する活動も始めております。
　社内報による男性育児休業取得者の紹介や2021年からは男性社員を対象
とするイクメンセミナーの実施などを行い、男性の育児休業取得者数は大きく
伸びております。
　今期においては、既に前期の取得人数を現段階で超え
ており、今後も男女問わずワークライフバランスを支援し
てまいります。

男性従業員の育児と仕事の両立支援

従業員のウェルビーイング推進

　ビックカメラ・コジマ・ソフマップのグループ3社合同で女性管理
職を対象とした研修を実施しております。
　2019年から開始し、2022年2月で4回目の開催となりました。
会社を越え、同じ立場の女性達が交流をし、学ぶことで互いの刺
激になり、成長やモチベーション向上に寄与しております。
　この他にも、ビックカメラ単体でも女性管理職の会合を実施し、
女性のお客様に喜ばれる店作りを考える場も設けております。

グループ女性管理職研修
　ビックカメラにおける様々なキャリアパスを紹介する為のハンド
ブックを作成。購買代理人として自ら自分の強みを生かし、自分の
道を切り開いている様々な分野で活躍している従業員達を掲載
いたしました。
　店舗の店長や販売員のみならず、本部スタッフなど幅広く紹介
いたしました。
　ビックカメラは性別・国籍・社歴などを問わず、購買代理人とし
ての拘りを持ち成長しながらいきいきと働く環境をつくり続けてま
いります。

ウェルビーハンドブック

19/8
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