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1.  平成22年1月期第2四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期第2四半期 69,744 ― △2,582 ― △2,644 ― △1,808 ―
21年1月期第2四半期 75,509 △7.9 △2,692 ― △2,859 ― △3,221 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年1月期第2四半期 △52.71 ―
21年1月期第2四半期 △93.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期第2四半期 88,790 25,261 28.4 736.29
21年1月期 84,697 27,067 32.0 789.00

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  25,256百万円 21年1月期  27,064百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年1月期 ― ―
22年1月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 176,000 △2.3 2,300 103.5 2,200 104.2 700 ― 20.41
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 34,445,982株 21年1月期  34,445,982株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  144,028株 21年1月期  144,028株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第2四半期 34,301,954株 21年1月期第2四半期 34,301,954株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載しております業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は、今後の様々な要因により異 
なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
なお、第１四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりま
す。 
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当第２四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31日まで）におけるわが国経済は、昨年秋から続く世

界的な金融危機による景気低迷により、企業収益や雇用情勢の悪化等、極めて厳しい状況が継続しております。個人

消費におきましても、一部では大規模な経済政策の下支え効果が見られるものの、景気の先行きの不透明感を払拭す

るまでには至っておらず、厳しい消費環境が継続しております。 

このような状況の中、当第２四半期累計期間における当社の店舗展開につきましては、既存のトイザらス店舗の市

川店（千葉県）、川崎高津店（神奈川県）、藤沢店（神奈川県）の３店舗が、トイザらスとベビーザらスのサイド 

バイ サイド ストア（併設型店舗）としてリニューアルオープンいたしました。この結果、平成21年７月31日現在の

店舗数は、167店舗（トイザらス127店舗、ベビーザらス20店舗、サイド バイ サイド ストア20店舗）となりまし

た。 

当社の商品別売上高につきましては、「スポーツ用品・自転車」は対前年同期比2.0％増の71億57百万円となりま

したが、「玩具」は対前年同期比0.2％減の118億20百万円、「ベビー用品」は対前年同期比5.3％減の286億56百万

円、ゲーム機及びそのソフトを含む「エンタテインメント」は対前年同期比23.4％減の129億89百万円となりまし

た。 

この結果、当社の当第２四半期累計期間における売上高は、前年同期に比べ7.6％減少し、697億44百万円となりま

した。損益面につきましては、相対的に利益率の高い商品群の売上構成比が上昇したことによる商品ミックス等によ

り、売上総利益率は前年同期に比べ0.5ポイント上昇し、31.4％となりました。また、販売費及び一般管理費につき

ましては、引き続き、広告宣伝費に集中的に投資を行い来店客数の増加に努める一方で、徹底した業務効率の向上及

び見直しにより、経費等の削減に努めた結果、対前年同期比6.1％減の244億61百万円となりました。この結果、営業

損失は25億82百万円（前年同期比１億10百万円の損失減）、経常損失は26億44百万円（前年同期比２億14百万円の損

失減）となり、四半期純損失につきましては、18億８百万円（前年同期比14億13百万円の損失減）となりました。 

なお、当社は、事業の性質上、上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい季節的変動があり、特に第４四半

期に売上と利益が集中する傾向にあります。このような傾向は、当事業年度についても変わりはありません。 

※文章内の対前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

当第２四半期末の総資産は887億90百万円（前事業年度末は846億97百万円）となり、前事業年度末に比べ40億92百

万円の増加となりました。これは主に商品が43億26百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は635億28百万円（前事業年度末は576億30百万円）となり、前事業年度末に比べ58億98百万円の増加とな

りました。これは主に買掛金が154億52百万円減少した一方、短期借入金が218億円増加したことによるものでありま

す。 

純資産は252億61百万円（前事業年度末は270億67百万円）となり、前事業年度末に比べ18億５百万円の減少となり

ました。これは主に四半期純損失の計上により利益剰余金が18億８百万円減少したことによります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期末残高は、前事業年度末

に比べ６億49百万円増加し、15億47百万円となりました。 

なお、前事業年度は期末日が金融機関の休日であったため、期末日決済予定の債権債務についてその決済が当事業

年度にずれ込んでおります。このため、当事業年度における営業活動の結果使用した資金及び財務活動の結果得られ

た資金がともに大幅に増加しております。当事業年度の決済となった債権債務の主な内訳は売掛金及び買掛金で、そ

の決済金額はそれぞれ６億99百万円（収入）及び140億８百万円（支出）となっております。また、買掛金の決済と 

同時に126億円の借入れを実行しております。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、201億61百万円（前年同四半期に比べ71億91百万円の支出増）となりました。こ 

れは主として、減価償却費16億64百万円、差入保証金と相殺した賃借料７億63百万円があった一方、たな卸資産の増

加額43億13百万円、仕入債務の減少額154億52百万円、税引前四半期純損失28億18百万円があったこと等によるもの 

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、３億73百万円（前年同四半期に比べ４億６百万円の支出増）となりました。これ

は主として、敷金及び保証金の回収による収入３億42百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出６億34百

万円があったこと等によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、211億85百万円（前年同四半期に比べ77億67百万円の収入増）となりました。こ 

れは主として、長期借入金の返済による支出４億40百万円があった一方、短期借入金の純増加額218億円があったこ 

と等によるものであります。 

※文章内の対前年同期比につきましては、参考として記載しております。  

当社は、本日開催された取締役会の決議を経て、ジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーとの間での

「ライセンス契約」、ならびにトイザラス・デラウェア・インク及びトイザラス・インターナショナル・エル・エ

ル・シーとの間の「インフォメーション・テクノロジー・アンド・アドミニストレイティブ・サポート・サービス契

約」を、本日付で締結いたしました。 

契約の詳細は、以下のとおりです。  

（１）ライセンス契約 

ただし、当該ライセンス契約には、当社が倒産した場合、資産の大部分が差し押さえられた場合、その他

一定の事由に該当する場合に契約が解除されることが規定されております。 

   

（２）インフォメーション・テクノロジー・アンド・アドミニストレイティブ・サポート・サービス契約 

  

これらの契約の締結に伴い、平成12年２月１日付でトイザラス・サービス・エル・エル・シー及びジェフリー・イ

ンターナショナル・エル・エル・シーとの間で締結した「ライセンス契約」ならびに「マーケティング・サポート契

約」は、平成21年１月31日を解約日とし、合意解約いたしました。 

なお、これらの契約の締結及び解約により、販売費及び一般管理費が２億80百万円減少する見込みですが、当社業

績への影響は軽微なため、平成21年３月12日付「平成21年１月期決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績予

想に変更はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

契約の目的 当社とジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーの間において締結しているライ

センス契約について、ロイヤリティの算定等にかかる内容をより適正化するため 

契約の相手方 ジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー 

国籍 米国 

契約の内容 １）登録商標の使用 

  ２）日本国内における許諾商標及び許諾サービスを使用した小売店舗等の営業権 

  ３）上記１）２）を内容とした独占的な許諾契約 

約定条件 １）許諾商標及び許諾サービスの高水準の品質の堅持 

  ２）許諾商標及び許諾サービスにかかる売上の１％の広告宣伝費を支出 

  

３）当社の行動により発生したジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーの損失

の補填 

対価 商標を認知する小売店舗及び電子商取引における営業利益率に応じて、総売上高に一定の料

率を乗じて算出したロイヤリティを、当社が契約の相手方に支払う。 

契約期間 平成21年２月１日より５年間、以降５年毎の更新 

契約の目的 本契約の締結により、コンピュータシステムにかかる技術・開発のインフラ提供を受けるこ

とと、会社運営にかかるノウハウの提供を受けることにより、トイザラスグループとしての

相乗効果をより高めるため 

契約の相手方 トイザラス・デラウェア・インク及びトイザラス・インターナショナル・エル・エル・シー

国籍 米国 

契約の内容 契約の相手方が、情報技術システムのアプリケーション及び開発にかかるサービスならびに

会社運営にかかるサービスを提供することに対し、当社がその対価を支払う。 

対価 ・契約の相手方から当社が直接受領するサービスに対し、コアサービスについては発生した

費用に108％を乗じた金額、及びノンコアサービスについては発生した費用に100％を乗じた

金額を当社が契約の相手方に支払う。 

  ・契約の相手方から世界各国のトイザラスが共通で受領するサービスに対し、コアサービス

については承認予算額に一定の配分率を乗じた額の108％に相当する額、ノンコアサービス

については、承認予算額に一定の配分率を乗じた額の100％に相当する額を当社が契約の相

手方に支払う。 

契約期間 平成21年２月１日より５年間、以降１年毎の更新 
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簡便な会計処理  

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化が無いと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

なお、第１四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１

項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第

１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四

半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,547,857 898,015

売掛金 2,387,722 2,743,763

商品 22,568,137 18,241,755

貯蔵品 148,189 161,055

その他 7,210,186 6,413,760

貸倒引当金 △84 △71

流動資産合計 33,862,008 28,458,279

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,798,728 17,390,258

工具、器具及び備品（純額） 7,004,005 7,436,224

その他（純額） 3,111,884 2,348,587

有形固定資産合計 26,914,618 27,175,071

無形固定資産 447,457 431,940

投資その他の資産   

長期前払費用 2,870,464 3,050,302

敷金及び保証金 24,266,808 25,152,899

その他 1,142,160 1,142,160

貸倒引当金 △713,327 △713,327

投資その他の資産合計 27,566,106 28,632,035

固定資産合計 54,928,182 56,239,046

資産合計 88,790,191 84,697,326
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,749,152 35,201,969

短期借入金 23,400,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 880,000 880,000

未払金 1,814,103 2,103,133

未払法人税等 201,164 339,743

賞与引当金 217,701 143,337

役員賞与引当金 23,180 12,545

店舗閉鎖損失引当金 50,000 50,000

ポイント引当金 129,000 98,000

その他 1,601,111 1,943,340

流動負債合計 48,065,412 42,372,069

固定負債   

長期借入金 14,060,000 14,500,000

退職給付引当金 346,186 321,299

役員退職慰労引当金 11,500 25,749

その他 1,045,711 411,200

固定負債合計 15,463,398 15,258,249

負債合計 63,528,811 57,630,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,034,099 6,034,099

資本剰余金 9,503,578 9,503,578

利益剰余金 9,978,784 11,786,824

自己株式 △260,310 △260,310

株主資本合計 25,256,152 27,064,193

新株予約権 5,227 2,814

純資産合計 25,261,379 27,067,007

負債純資産合計 88,790,191 84,697,326
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 69,744,562

売上原価 47,865,476

売上総利益 21,879,085

販売費及び一般管理費 24,461,517

営業損失（△） △2,582,431

営業外収益  

受取利息 214,586

業務受託料 55,230

受取賃貸料 59,350

その他 58,344

営業外収益合計 387,511

営業外費用  

支払利息 230,268

アレンジメントフィー 102,500

賃貸費用 55,789

その他 60,982

営業外費用合計 449,539

経常損失（△） △2,644,460

特別利益  

見積福利厚生費取崩 120,554

特別利益合計 120,554

特別損失  

固定資産除売却損 294,989

特別損失合計 294,989

税引前四半期純損失（△） △2,818,894

法人税、住民税及び事業税 127,522

法人税等調整額 △1,138,377

法人税等合計 △1,010,854

四半期純損失（△） △1,808,040
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △2,818,894

減価償却費 1,664,424

長期前払費用償却額 8,069

差入保証金と相殺した賃借料 763,180

株式報酬費用 2,412

有形固定資産除売却損益（△は益） 255,098

ポイント引当金の増減額（△は減少） 31,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,634

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,887

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,249

受取利息及び受取配当金 △7,114

支払利息 230,268

売上債権の増減額（△は増加） 356,041

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,313,516

仕入債務の増減額（△は減少） △15,452,816

未払金の増減額（△は減少） △283,770

その他 △211,182

小計 △19,681,150

利息及び配当金の受取額 7,114

利息の支払額 △230,847

法人税等の支払額 △256,781

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,161,664

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △634,838

有形固定資産の売却による収入 5,065

無形固定資産の取得による支出 △15,202

敷金及び保証金の差入による支出 △9,971

敷金及び保証金の回収による収入 342,761

その他 △61,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,980

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 21,800,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △169,253

長期借入金の返済による支出 △440,000

配当金の支払額 △5,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,185,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 649,841

現金及び現金同等物の期首残高 898,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,547,857

日本トイザらス（7645）平成22年1月期 第2四半期決算短信（非連結）

- 9 -



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高        75,509,861

Ⅱ 売上原価        52,161,869

売上総利益        23,347,992

Ⅲ 販売費及び一般管理費        26,040,695

営業損失（△）        △2,692,703

Ⅳ 営業外収益        451,021

Ⅴ 営業外費用        617,510

経常損失（△）        △2,859,192

Ⅵ 特別損失        2,130,609

税引前中間純損失（△）        △4,989,802

法人税、住民税及び事業税  134,304      

法人税等調整額  △1,902,401  △1,768,097

中間純損失（△）        △3,221,705
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 前中間会計期間（平成20年２月１日～７月31日） 

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年２月１日 
  至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純損失（△）   △4,989,802

減価償却費  1,742,810

減損損失  195,305

長期前払費用償却額   7,030

差入保証金と相殺した賃借料   751,410

株式報酬費用  15,765

固定資産除売却損  239,077

店舗閉鎖損失引当金の増加額  149,370

ポイント費用引当金の増加額  10,000

貸倒引当金の減少額   △3,459

賞与引当金の増加額   50,512

役員賞与引当金の増加額   7,850

退職給付引当金の減少額   △974

役員退職慰労引当金の減少額   △43,434

受取利息及び受取配当金   △8,132

支払利息   261,837

契約解除和解金等   1,501,992

売上債権の増加額   △617,695

たな卸資産の増加額   △4,017,165

仕入債務の減少額   △5,546,072

未払金の減少額   △202,822

その他  △173,831

小計  △10,670,430

利息及び配当金の受取額   8,132

利息の支払額   △265,314

契約解除和解金等の支払額   △1,781,992

法人税等の支払額   △260,839

営業活動によるキャッシュ・フロー  △12,970,445

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出   △70,000

定期預金の払戻による収入   456,000

投資有価証券の売却による収入   1,777

有形固定資産の取得による支出   △709,202

有形固定資産の売却による収入   1,122

無形固定資産の取得による支出   △13,914

敷金及び保証金の差入による支出   △57,971

敷金及び保証金の回収による収入   424,918

投資活動によるキャッシュ・フロー  32,730

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額   14,200,000

長期借入金の返済による支出   △440,000

配当金の支払額   △341,825

財務活動によるキャッシュ・フロー  13,418,174

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  480,459

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  936,849

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,417,308
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(1）商品別売上高  

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上等 

（2）商品別仕入高  

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 金額は仕入価格によって表示しております。 

    ３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ４．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上原価等 

  

６．（参考）商品別売上高及び仕入の状況

品目 

前第２四半期累計期間 

（自 平成20年２月１日 

至 平成20年７月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成21年２月１日 

至 平成21年７月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

商品売上高       

玩具  11,838,332  15.7  11,820,425  16.9

ベビー用品  30,260,572  40.1  28,656,163  41.1

スポーツ用品・自転車  7,018,863  9.3  7,157,125  10.3

エンタテインメント  16,958,174  22.5  12,989,849  18.6

その他  8,650,440  11.4  8,358,687  12.0

小計  74,726,382  99.0  68,982,252  98.9

賃貸料収入  783,479  1.0  762,309  1.1

計  75,509,861  100.0  69,744,562  100.0

品目 

前第２四半期累計期間 

（自 平成20年２月１日 

至 平成20年７月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成21年２月１日 

至 平成21年７月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

商品仕入高       

玩具  8,832,995  15.7  9,128,208  17.6

ベビー用品  22,307,742  39.8  21,240,943  40.9

スポーツ用品・自転車  4,545,173  8.1  4,435,505  8.5

エンタテインメント  14,521,956  25.9  11,506,713  22.1

その他  5,883,800  10.5  5,658,550  10.9

計  56,091,668  100.0  51,969,922  100.0
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