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店舗の閉鎖に関するお知らせ 

当社は、平成 21 年 4 月 28 日開催の取締役会において、すべての直営店舗とダイエー様店舗内で展開している

ダイエー様委託型店舗を閉鎖することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 店舗の閉鎖の理由 

当社が平成 20 年 12 月 1 日付「店舗の閉鎖及び商品の販売委託に関するお知らせ」で発表している通り収

益効率の改善を目的として、一部の直営店舗の閉鎖を行っておりますが、今回残りの直営店舗とダイエー様

委託店舗の閉鎖を決議致しました。 

従来よりお知らせさせていただいているとおり、当社は収益力の改善、コスト削減を目的とした不採算店舗

の閉鎖などのリストラを行ってまいりました。 

この一環として、ダイエー様との間でダイエー様店舗内において展開している店舗の収益率改善の為の条

件交渉を継続して進めておりましたが、双方の条件が折り合わず最終的に「ダイエー専門店入店契約」の解

除に至りました。 

この結果、ダイエー様店舗内で展開していた当社直営店舗と、ダイエー様委託型店舗の合計 57 店舗の閉

鎖を決定いたしました。 

これら不採算店舗を閉鎖することにより、家賃や人件費等のコストの削減につながり、収益力の改善や不要キ

ャッシュの流出を抑えることになり、また最大のメリットとしては、仕入れた商品の数割が在庫として滞留し財務

的に不効率であった直営店舗を閉鎖することにより、当社が仕入れた商品のすべてを、当社の主事業である

TV ゲーム関連事業の主となる FC 加盟店に卸すことにより、短期での商品在庫のキャッシュ化が可能になり、

また従来より続く資金不足の影響で十分な商品供給が行えていない FC 加盟店への商品供給量の増加に繋

げることが可能となります。 

 

2. 閉鎖する店舗 

（1） 直営店舗 

店舗名 店舗所在地 

ｗａｎｐａｋｕダイエー碑文谷店 東京都目黒区碑文谷４－１－１ ダイエー碑文谷店７F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー所沢店 埼玉県所沢市東町 5-22 ダイエー所沢店３Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー練馬店 東京都練馬区光ヶ丘５－１－１ ダイエー練馬店３F 
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ｗａｎｐａｋｕダイエー西台店 東京都板橋区蓮根３－８－１２ ダイエー西台店３F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー小平店 東京都小平市小川東町 2-12-1･ダイエー小平店 ２Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー新浦安店 千葉県浦安市入船 1-4-1 ダイエー新浦安店 3F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー南行徳店 千葉県市川市南行徳２－２０－２５･ダイエー南行徳店２Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー新松戸店 千葉県松戸市新松戸 3-2-2 ダイエー新松戸店 3F 

ｗａｎｐａｋｕダイエーいちかわｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 千葉県市川市鬼高 1-1-1・ダイエーいちかわコルトンﾌﾟﾗｻﾞ店 ４Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー横須賀店 神奈川県横須賀市本町 2-1-12 ･ダイエー横須賀店４F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 535-1･ダイエー東戸塚店２Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀 1-27-1 ダイエー金沢八景店２F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２･ダイエー港南台店４Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 884 ダイエー戸塚店 3Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区雲井通 6-1-15 ダイエー三宮駅前店 ５Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町 3-3 ダイエー甲子園店 ３F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー藤原台店 兵庫県神戸市北区藤原台中町 1-2-2 ダイエー藤原台店 ４F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー名谷店 兵庫県神戸市須磨区中落合 2-2-2 ダイエー名谷店 ３F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー宝塚中山店 兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２･ダイエー宝塚中山店 ２F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー京橋店 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１・ダイエー京橋店 4F 

ｗａｎｐａｋｕダイエー吹田店 大阪府吹田市朝日町 2-101・ ダイエー吹田店 2F 

ｗａｎｐａｋｕダイエーおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町 7-733 ダイエーおおとり店 ２Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー鹿児島谷山店 鹿児島県鹿児島市南栄 5-10-51･ダイエー鹿児島谷山店 １Ｆ 

ｗａｎｐａｋｕダイエー笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘 1-28-74 ダイエー笹丘店 Ｂ1 

ｗａｎｐａｋｕダイエー鹿児島店 鹿児島県鹿児島市鴨池 2-26-30 ダイエー鹿児島店２Ｆ  

 

（2） ダイエー様委託型店舗 

ダイエー和歌山店 和歌山県和歌山市小雑賀８０５－１  １Ｆ玩具売場内 

ダイエー古川橋駅前店 大阪府門真市末広町４１－２  ダイエー古川橋駅前店３Ｆ玩具売場内 

ダイエー壱岐店 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２  Ｄ壱岐店２Ｆ玩具売場内 

ダイエー大島店 鹿児島県奄美市名瀬小浜町２２４５－２  ダイエープラザ大島店３Ｆ 玩具売場内 

ダイエー上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町１  ダイエー上飯田店 ２階 

ダイエーショッパーズ福岡店 福岡県福岡市中央区天神４－４－１１  ダイエー福岡店 ５階 

ダイエー福重店 福岡県福岡市西区拾六町１－７－１  ダイエー福重店 ３階 

ダイエー宮崎店 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０  ダイエー宮崎店 ３階 

ダイエー伊勢原店 神奈川県伊勢原市白根６３０－１  ダイエー伊勢原店 ３階 

ダイエー阿久和店 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－３－１０  ダイエー阿久和 ４階 

ダイエー三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 7-1 

ダイエー御殿場店 静岡県御殿場市萩原６３６  ダイエー御殿場店 ３階 文具玩具売場 

ダイエー武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平３－３６－１  ダイエー武蔵村山店 ２階 玩具売場 



 

ダイエー赤羽北本通店 東京都北区神谷 3-12-1 

ダイエー熊本店 熊本県熊本市大江 4-2-1 

ダイエー池田駅前店 大阪府池田市満寿美町 2-2 

ダイエー鹿児島中央店 鹿児島県鹿児島市中央町１０  ダイエー鹿児島中央店 ５階 玩具売場 

ダイエー向ヶ丘店 神奈川県川崎市多摩区登戸 2789 

ダイエー南越谷店 埼玉県越谷市南越谷 1-2867-1 

ダイエー長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０   ダイエー長吉店 ４階 文具売場 

ダイエー板宿店 兵庫県神戸市須磨区前池町 3-4-1 

ダイエー熊本下通店 熊本県熊本市下通１－３－１０  ダイエー熊本下通店 ５階 玩具売場 

ダイエー西宮店 兵庫県西宮市林田町２－２４ ダイエー西宮店 １階 文具売場 

ダイエー仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６ ダイエー仙台店 ６階 文具売場 

ダイエー志木店 埼玉県志木市本町５－１７－１ ダイエー志木店 ３階 玩具売場 

ダイエー名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪子石原２丁目１７０１番地 

ダイエー春日店 福岡県春日市下白水南１-１ ダイエー春日店 ３階 玩具売場 

ダイエー綾瀬店 神奈川県綾瀬市大上２-１-１ ダイエー綾瀬店 ２階 文具売場 

ダイエー水巻店 福岡県遠賀郡水巻町樋口 3-10 ダイエー水巻店 １階 文具売場 

ダイエー城野店 福岡県北九州市小倉南区富士見 1-4-1 ダイエー城野店 ３階 文具売場 

ダイエー藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢 520 ダイエー藤沢店 ４階 文具売場 

ダイエー北本店 埼玉県北本市中央 4-63 ダイエー北本店 ３階 文具売場 

 

3. 店舗の閉鎖の時期 

平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 5 月 31 日までに閉鎖準備が出来次第、順次閉鎖致します。 

 

4. 当社の業績への影響について 

現時点における当該店舗閉鎖に伴う当会計期間（平成22年2月期）における特別損失は以下の予定ではあ

りますが、詳細は確定次第お知らせさせて頂きます。 

① 固定資産除却損  4,414 千円 

  店舗の閉鎖に伴う店舗設備等の除却損であります。 

② リース資産減損損失 1,196 千円 

店舗閉鎖に伴うリース資産の減損損失であります。 

③ その他   14,162 千円 

店舗勤務の従業員に対する慰労金・特別手当等であります。 

④ 合計   19,772 千円 

 

 

 

 
以上 


