
 

 

平成 21 年 2 月 26 日 

各  位 

 

                       会 社 名 株 式 会 社 ビ ッ ク カ メ ラ 

                       代表者名 代 表 取 締 役 社 長   宮嶋 宏幸 

                             （コード番号：3048 東証一部） 

                       問合せ先 常務取締役経営企画本部長  

                            兼経理本部長      金澤 正晃 

                            ＴＥＬ 03－3987－8785 

 

(訂正・数値データ訂正あり)「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 平成 21 年 2 月 26 日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」について転記ミス等により

誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には 下線 を付して表示し

ております。 

 また、訂正後の数値データにつきましても提出しております。 

 

記 

〔訂正前〕 

１．連結業績予想数値の修正 

 （１）平成 21 年 8 月期第 2四半期連結累計期間（平成 20 年 9 月 1日～平成 21 年 2 月 28 日） 

                                  （金額の単位：百万円） 

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり

当期純利益

(円 銭)

前回発表予想（Ａ） 312,000 8,500 8,500 4,400 2,625.45

今回修正予想（Ｂ） 298,000 5,100 5,600 △1,400 △835.37

増減額（Ｂ－Ａ） △14,000 △3,400 △2,900 △5,800 △3,460.82

増減率（％） △4.5％ △40.0％ △34.1％ － －

（ご参考）前第 2四半期実績 

(平成20年8月期第2四半期) 
311,677 8,970 9,094 1,398 924.40

 

〔訂正後〕 

１．連結業績予想数値の修正 

 （１）平成 21 年 8 月期第 2四半期連結累計期間（平成 20 年 9 月 1日～平成 21 年 2 月 28 日） 

                                  （金額の単位：百万円） 

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり

当期純利益

(円 銭)

前回発表予想（Ａ） 312,000 8,500 8,500 4,400 2,625.45

今回修正予想（Ｂ） 298,000 5,100 5,600 1,400 835.37

増減額（Ｂ－Ａ） △14,000 △3,400 △2,900 △3,000 △1,790.08

増減率（％） △4.5％ △40.0％ △34.1％ － －

（ご参考）前第 2四半期実績 

(平成20年8月期第2四半期) 
311,677 8,970 9,094 1,398 924.40

 

以 上 



平成21年8月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年9月1日～平成21年2月28日） 

平成21年8月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

平成21年8月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年9月1日～平成21年2月28日) 

平成21年8月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

修正の理由 
（１）個別 

 売上高は経済環境の悪化による個人消費の冷え込みにより前回予想を下回る見込みです。営業利益および経常利益は経費削減に取
り組むものの、売上高の減少をカバーするには至らず前回予想を下回る見込みです。当期純利益につきましては、上記要因に加え投資
有価証券評価損の計上により前回予想を下回る見込みです。これらの理由により平成21年8月期第2四半期累計期間および通期の業績
予想について修正いたします。 
（２）連結 
 連結業績予想の修正につきましては、主に個別業績予想の修正によるものです。 
 
（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業
績等は上記予想数値と異なる場合があります。  

  
以 上

平成21年2月26日
各 位 

上場会社名 株式会社 ビックカメラ
代表者 代表取締役社長 宮嶋 宏幸
（コード番号 3048）
問合せ先責任者 常務取締役経理本部長 金澤 正晃
（TEL 03-3987-8785）

業績予想の修正に関するお知らせ 

最近の業績動向を踏まえ、平成20年10月15日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

 

記 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 312,000 8,500 8,500 4,400 2,625.45

今回発表予想(B) 298,000 5,100 5,600 1,400 835.37

増減額(B-A) △14,000 △3,400 △2,900 △3,000 ―――

増減率(%) △4.5 △40.0 △34.1 ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年8月期第2四半期）

311,677 8,970 9,094 1,398 924.40

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 628,000 17,700 17,900 9,300 5,549.25

今回発表予想(B) 582,000 11,700 12,400 5,000 2,983.47

増減額(B-A) △46,000 △6,000 △5,500 △4,300 ―――

増減率(%) △7.3 △33.9 △30.7 △46.2 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年8月期）

630,740 16,346 16,612 △1,662 △1,072.93

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 253,000 7,900 8,200 4,300 2,565.78

今回発表予想(B) 233,000 4,500 5,100 △3,900 △2,327.11

増減額(B-A) △20,000 △3,400 △3,100 △8,200 ―――

増減率(%) △7.9 △43.0 △37.8 ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年8月期第2四半期）

240,364 8,397 8,593 1,651 1,092.05

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 511,000 15,900 16,700 8,700 5,191.23

今回発表予想(B) 455,000 10,000 11,000 △500 △298.35

増減額(B-A) △56,000 △5,900 △5,700 △9,200 ―――

増減率(%) △11.0 △37.1 △34.1 ― ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年8月期）

489,542 15,651 16,311 △3,545 △2,286.03




