
平成 24 年４月 26 日 

 

（ご参考資料）事業区分の変更に伴う商品取扱高の範囲変更について 

 

これまで商品取扱高内に送料収入及び代引手数料収入を含んだ総額を開示しておりましたが、より

実態の流通総額に沿ったものにするため、平成25年 3月期以降の商品取扱高に含まれる範囲を変更し、

ZOZO 事業内の受託ショップ（旧・ストア運営管理事業）、自社ショップ（旧・ストア企画開発事業）並

びに自社 EC 支援事業における商品取扱高を開示することといたしました。 

それに伴い、過去に開示済みの月次商品取扱高を下記のとおり遡及いたしましたので、お知らせい

たします。 
 

記 
（月次・対前年同期(前月)比推移） 

商品取扱高（注 1）  
従来開示の 

数値 
前年同期比 新数値 前年同期比 

平成 21 年４月 1,981 百万円 +31.1% 1,959 百万円 +32.0% 

５月 2,141 百万円 +32.1% 2,114 百万円 +33.1% 

６月 2,459 百万円 +39.0% 2,431 百万円 +40.2% 

７月 2,548 百万円 +47.7% 2,514 百万円 +49.2% 

８月 2,152 百万円 +50.6% 2,126 百万円 +52.0% 

９月 2,656 百万円 +55.8% 2,631 百万円 +56.9% 

10 月 3,239 百万円 +59.3% 3,210 百万円 +60.0% 

11 月 3,391 百万円 +71.1% 3,363 百万円 +71.8% 

12 月 4,133 百万円 +90.8% 4,094 百万円 +91.9% 

平成 22年１月 5,420 百万円 +119.7% 5,363 百万円 +121.2% 

２月 2,970 百万円 +77.9% 2,939 百万円 +79.4% 

３月 3,958 百万円 +118.0% 3,919 百万円 +119.5% 

４月 3,455 百万円 +74.3% 3,401 百万円 +73.6% 

５月 3,440 百万円 +60.7% 3,379 百万円 +59.9% 

６月 4,338 百万円 +76.4% 4,256 百万円 +75.1% 

７月 4,859 百万円 +90.7% 4,746 百万円 +88.7% 

８月 3,356 百万円 +55.9% 3,282 百万円 +54.3% 

９月 3,924 百万円 +47.7% 3,860 百万円 +46.7% 

10 月 4,982 百万円 +53.8% 4,909 百万円 +52.9% 

11 月 5,182 百万円 +52.8% 5,117 百万円 +52.2% 

12 月 6,656 百万円 +61.0% 6,553 百万円 +60.1% 

平成 23年１月 8,187 百万円 +51.1% 8,042 百万円 +50.0% 

２月 4,573 百万円 +54.0% 4,489 百万円 +52.7% 

３月 4,173 百万円 +5.4% 4,103 百万円 +4.7% 

４月 5,216 百万円 +51.0% 5,123 百万円 +50.6% 



商品取扱高（注 1）  
従来開示の 

数値 
前年同期比 新数値 前年同期比 

５月 5,318 百万円 +54.6% 5,220 百万円 +54.5% 

６月 6,439 百万円 +48.4% 6,298 百万円 +48.0% 

７月 6,765 百万円 +39.2% 6,614 百万円 +39.3% 

８月 4,724 百万円 +40.7% 4,620 百万円 +40.8% 

９月 5,677 百万円 +44.7% 5,571 百万円 +44.3% 

10 月 6,777 百万円 +36.0% 6,676 百万円 +36.0% 

11 月 7,431 百万円 +43.4% 7,305 百万円 +42.8% 

12 月 9,381 百万円 +40.9% 9,211 百万円 +40.6% 

平成 24年１月 11,670 百万円 +42.5%
11,445 百万

円
+42.3% 

２月 6,121 百万円 +33.8% 5,989 百万円 +33.4% 

３月 6,289 百万円 +50.7% 6,172 百万円 +50.4% 

     (注)１．受託販売にかかる分も販売価格ベースで算出した、EC 事業全体の販売高を表す数値 

以 上 
 

 


