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ミッション
子育て生活を研究し、新しい「ためになる」をつくる

ヴィジョン
一番身近で

「私たち（＝子育て生活者）のことを本当にわかってくれている」
商品・サービスを最前線で世の中に提供し続ける

Peopleは1982年から玩具事業を始めたメーカーです。以来、お客様である
お子様と親御様に寄り添い、「月齢ごとのいたずらの変遷」や「生活習慣の変
化と遊びの変化」のような玩具メーカーらしい観点で研究・開発を行い、デー
タを蓄積してきました。お客様が求めるものは時代とともに大きく変わってい
ます。私たちの使命は、今までも、これからも、お客様と対話し、まだ「ニー
ズ」といえないようなもやもやとした本音を引き出すことが第一です。しかし、
そこから生み出す価値はお客様に「それが欲しかったの！」と言っていただけ
るのであれば、玩具に限らず新しい商品・サービスにも挑戦していきます。
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株主・投資家の皆様へ

ピープル 株 式 会 社
取締役兼代表執行役

桐渕 真人

2019年からスタートした第二創業は新型コロナウイルス
感染拡大という災害に遭いながら、むしろ改革を加速する
ことができた２年間と捉えています。
しかし第44期は特需によって得られた好業績であり、成熟市
場により悪化する事業の競争状態から未だ脱しておりません。
そのような渦中にあって私たちに必要なことは規模が小さくとも
イノベーションを起こし、長く続くヒット品を生み出すことです。
先が読めない状況の中で成功を収めるために必要なのは、
トライ、エラー、改良、トライ・・・の繰り返ししかありません。
新しい商品に限らず、新しい事業、新しいコミュニケーショ
ンを次 に々生み出していくことまたそれらを持続的に打ち出す
ことができる組織への改革に、これからも挑戦し続けます。
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当期業績の概況

業績ハイライト２０２1年１月期（2020年1月21日から2021年1月20日まで）

営業利益

4億92百万円
（前期比168.0％）

配当金

・1株当たり配当額� 60.00円
・配当総額� 2億62百万円
・配当利回り� 5.16%

親会社株主に帰属する当期純利益

3億32百万円
（前期比149.1％）

売上高

44億90百万円
（前期比119.8％）

主な要因 �
＜国内販売＞
　◆  屋内遊具や自転車を中心に 

需要増
＜海外販売＞
　◆  中国販売および米国販売ともに 

玩具好調

カテゴリー別
売上構成比

前期比
● 乳児・知育玩具 30.80％ （107.6％）

● 女児玩具 9.65％ （112.5％）

● 遊具・乗り物 19.37％ （158.0％）

● 家具・育児、その他 3.35％ （128.8％）

● 海外販売 36.83％ （117.3％）
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第44期連結会計年度
2020年1月21日 ▶ 2021年1月20日

第43期連結会計年度
2019年1月21日 ▶ 2020年1月20日

連結財務諸表

■�連結損益計算書の概要（単位：百万円）

1,640
492 478

332

4,490 売上原価
2,850

営業外収益   3
営業外費用  17

販売費及び
一般管理費
1,149

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

特別損益   ―
法人税等   146

売上高 売上総利益

1,452

293 286 222

3,748 売上原価
2,295

営業外収益  3
営業外費用  9

販売費及び
一般管理費
1,159

特別損益   ―
法人税等   64

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

売上高 売上総利益

■�連結貸借対照表の概要（単位：百万円）

固定資産
333

流動資産
2,341

純資産
2,244

流動負債
430
固定負債
―

資産合計
2,674

負債純資産合計
2,674

固定資産
292

流動資産
2,149 純資産

2,046

流動負債
395
固定負債
―

資産合計
2,441

負債純資産合計
2,441

第44期連結会計年度末
2021年1月20日現在

第43期連結会計年度末
2020年1月20日現在
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カテゴリー別の状況カテゴリー別の状況

いたずら１歳　
やりたい放題ビッグ版リアル+（プラス）

ピタゴラス、コロナ禍での
「巣ごもり需要」で好調！

新潟県　南魚沼市に
「ピープル農場」オープン！

「ひらめきのプレート」（13,200円）など、幅広い年代の
お子様に遊んでいただけるシリーズラインナップが強み
を発揮いたしました。

今年で「お米のおもちゃ」誕生10周年を記念し、田
植えから稲刈りまで、もっと「お米づくり」のことを知り
たいという気持ちから実現。

頭がよくなる
ビール缶
748円

集中しすぎて
ごメンなさい　
748円

知育いっぱい
どうぶつえん　
5,500円

クレーン
ビルディング　
6,600円

とけいハウス　
6,600円

うちの赤ちゃん
世界一　
ニギュッテケッテ　
4,708円

ノレッタ　4,378円

Topics 当期　主な新製品

◆表記の金額は全て税込価格です。

あんふぁん×ぎゅって2020年
「実際に使った! 保育士利用率No.1」に選ば
れました。（あんふぁん・ぎゅって保育士リサーチ2020年9月）

当カテゴリーの売上を支える、主な製品ラインナップ

やりたい放題など
知育玩具シリーズ

うちの赤ちゃん
世界一シリーズ

純国産お米のおもちゃ
シリーズ

ピタゴラスシリーズ ノンキャラ
良品シリーズ

SDGｓの観点から
メディア取材増！

2022年、
誕生30周年！

売上高�1,383百万円　前期比�107.6％乳児・知育玩具
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好調！
ねじハピシリーズ

ぽぽちゃんシリーズ
「お買い物ベビーカー」や「ぽぽちゃ
ん家」などお道具アイテム好調！
店頭サンプルの効果は今ひとつでし
たが、巣ごもり需要で、ぽぽちゃん
と遊んでくれる時間が増え、WEB
広告などが効果を発揮し、お道具
の買い足しにつながりました。

ねじハピ　
すみっコぐらし
スタンダードセット　
5,038円

ハピエンス
・ぬりぬりコスモ　3,278円
・マジカルピアノ　3,278円
・アニメライト　3,278円
・あっちこっちロジコ　8,008円

ぽぽちゃんの
アウトドアワゴン　
5,478円

ぽぽちゃんの
おむつ替えごっこ　
1,100円

ぽぽちゃんの
おしゃべり
たこ焼きセット　
2,178円

Topics 当期　主な新製品

Ⓒ 2020San-x co.,Ltd.All Rights Reserved

Ⓒ 2020San-x co.,Ltd.All Rights Reserved

女 児 に 人 気 の キャラクター
「すみっコぐらし」とのコラボ商
品登場。

「おもちゃ屋が選んだクリスマス
おもちゃ2020年」入賞いたしました!

当カテゴリーの売上を支える、主な製品ラインナップ

ぽぽちゃんシリーズ ねじハピ

2021年、
誕生25周年！

ガールズホビーシリーズ

ジェンダー
多様性の観点から
メディア取材増！

売上高�433百万円　前期比�112.5％女児玩具
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カテゴリー別の状況

◆表記の金額は全て税込価格です。

コロナ禍での「外出自粛」によって、
急激な販売加熱！

ＳＮＳで人気加熱！
Lacco�Hug（ラッコハグ）

ケッターサイクル
専用別売りパーツ３種

前後ドロヨケセット
ワイヤーバスケット
キッズサイクルカバー（各種オープン価格）　

Topics Topics

当期　主な新製品
当期　主な新製品

当期の売上増に大きく貢献したカテゴリーです。 新米パパ・ママの悩
みの多い「お風呂育
児」に着目した新製
品。取り扱い店でも、

「人気のベビーバス」
として積極的に店頭
展開されました。当社代表の桐渕

が以前開発に携
わっていたカテゴ
リーです。

自転車シリーズ Teddy Hug
（テディハグ）

Lacco Hug
（ラッコハグ）

Bebe Pocket
（べべポケット）室内遊具シリーズ

ケッターサイクルが
グッドデザイン賞
受賞いたしました!

当カテゴリーの売上を支える、
主な製品ラインナップ

360°知育ベビードーム
5,500円

売上高�151百万円
前期比�128.8％家具・育児、その他

当カテゴリーの売上を支える、
主な製品ラインナップ

Bebe Pocket 
プレミアムメッシュブラック　
4,730円

Lacco Hug（ラッコハグ）4,378円

売上高�870百万円　
前期比�158.0％遊具・乗り物

7
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米国向け（Magna-Tiles）

中国向け

Topics 当期新製品

米大手小売店や
ECの販売好調。
コロナ禍で加速し
たネット活況の波
に乗り、前期比
120％。

グローバル市場向け�新シリーズ「Toys�by�People」
新生Brain Builders、Mochi、Go Go Blocksとしてアイテ
ムを集約し、米国で再出発しました。

「やりたい放題ビッグ版」が販売好
調。EC大国・中国においてライ
ブコマースを取り入れた販売方法
で売上アップいたしました。

当カテゴリーの売上を支える主な製品ラインナップ

やりたい放題
ビッグ版リアル+

やりたい放題ビッグ版リアル+

Magna-Tiles
METROPOLIS 110pcs

Magna-Tiles
METROPOLIS 110pcs

赤ちゃん新聞・知脳リモコン
（韓国語版）

知脳リモコン

Mochi 「Teething Plate」

Brain Builders
 「Crinkle Newspaper」

Go Go Blocks 
「Working Cars」

お米の歯がため Crinkle 
Newspaper

米国（Magna-Tiles） 中国 台湾 韓国 ベトナム 米国
（Toys by People）

検索!

第45期新商品も随時ご紹介！商品情報についてはピープル公式ホームページをcheck！
https://www.people-kk.co.jp/ 検索

売上高�1,653百万円　前期比�117.3％海外販売
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株主総会のご報告

　2021年4月13日（火曜日）午後2時より「鉄鋼会館8階会議室」において第44回定時株主総会が開催され、次のとおり�

報告ならびに決議されました。

報告事項

1.��第44期（2020年1月21日から2021年1月20日まで）事業
報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監
査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2.��第44期（2020年1月21日から2021年1月20日まで）計算
書類報告の件

本件はその内容について報告しました。

株主総会にて株主様よりいただいた質問および当社の回答

Q1.　�以前、権利落ち後の株価下落について中間配当の
導入を提案した際に業種の性質上難しいが下落は
重要検討課題であると回答をもらった。その後も株価
は下げ続けているが何か具体的な株価対策を検討し
ているか？

A1.　�配当権利落ち後に当社の株価が配当額以上に下落
する傾向にあることから、配当の分割実施のご提案
を頂戴した。当社は中間と期末の年2回、配当時期
を定めているが、現状、業績連動を基本原則とした
配当政策をとっているため、期末のみの配当実施と
している。この配当方針全般について、今後の当社
の中長期の経営課題ともリンクするので、重要検討
課題の一つと考えている。

　��　�株価は、本業で利益をあげ、１株当たり利益を高め
ていくことが、市場や投資家の期待に沿うと考える。
自社株買い等を行うことも一つの対策だが、現時点
においては実行せず、本業で実績をだしていくことが
優先であると考える。

　��　�また、株価低迷については、当社のIRおよびPR活動
が不足していることも起因していると考え、次期第45期
である２０２１年は、商品のみならず、企業広報活動に力

を向けることを方針のひとつとしてかかげ、担当する部署
を立ち上げ、当社の認知度を高めていきたいと考える。

Q2.　�前期同様に余剰金を開発費に回したそうだが、具体
的な使途・成果について教えてほしい。

A2.　�当期は余剰金を社内のIT設備投資、人財教育・開
発、新事業の立ち上げ等に活用した。IT設備投資
の結果、コロナ禍において受発注業務、企画・開
発業務、社内連携など、これまで以上にスムーズな
業務進行が可能になり、当期の業績につながったと
考える。人財教育・開発および新事業は施策の結
果、手応えも感じたが、最大の目的は「新商品や
新事業を不断に世の中に打ち出していく体制をつく
る」ことにあり、実績となって現れるには中期的な時
間が必要と見ている。

Q3.　�コロナ禍での来期の売上見込みは当期並と考えて良
いか？

A3.　�玩具は好不況に波がある業界で、新カテゴリーにお
ける挑戦アイテムの売上加算見込みが薄く、定番品
のプロモーションに重点をシフトするなど従来とは異な
る施策の実施の必要がある。現段階で見通しを立て
ることは非常に難しい。

決議事項

議案　取締役4名選任の件

　本件は原案どおり承認可決され、取締役に桐渕真人、

森本美成、市川正史、伊藤拓の4氏が選任され、それぞ

れ就任いたしました。

　なお、森本美成氏、市川正史氏、伊藤拓氏は、会社

法第2条第15号に定める社外取締役です。
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会社概要（2021年4月13日現在） 株式情報（2021年1月20日現在）

社名� ピープル株式会社（証券コード7865）

設立� 1977年（昭和52年）10月1日
� ≪1982年（昭和57年）2月玩具事業開始≫

所在� 東京都中央区東日本橋2‐15‐5
� VORT東日本橋
� TEL　03‐3862‐2768（代表）
� FAX　03‐3862‐3730（代表）

資本金� 2億3,880万円

市場� （株）東京証券取引所ジャスダックスタンダード市場

主な事業� 玩具・遊具・自転車・家具の企画開発
� 及び委託生産による販売

社員数� 女性47名　男性7名　計54名

役員� 取締役兼代表執行役� 桐渕�真人
� 社外取締役� 森本�美成
� 社外取締役� 市川�正史
� 社外取締役� 伊藤�拓
� 執行役� 小田桐�裕子�
� 執行役� 中北�かとり�
� 執行役� 飛田�留美子�

会計監査人� 有限責任�あずさ監査法人

取引銀行� 三菱UFJ銀行浅草橋支店
� 三菱UFJ信託銀行本店
� 三井住友銀行浅草橋支店
� みずほ銀行浅草橋支店

大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社バンダイナムコホールディングス 888 20.30
桐　渕　千鶴子 100 2.28
桐　渕　真一郎 100 2.28
株式会社三菱UFJ銀行 93 2.12
市　川　正　史 90 2.05
株式会社日本カストディ銀行 86 1.98
桐　渕　真　人 72 1.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 66 1.52
株式会社SBI証券 64 1.46
梅　田　泰　行 60 1.37

計 1,619 37.00

・�自己株式63,279株を保有しています。発行済株式総数に対する割合は1.42％
となっています。
・�当社は、2005年より株式会社バンダイナムコホールディングスの持分法適用
会社となりました。バンダイナムコグループに属してはおりますが、経営に
つきましては独立性を保ち、指名委員会等設置会社として所有および監視
と、事業計画立案および経営を明確に分離させた体制で、従来通り事業を継
続いたしております。

発行可能株式総数 17,937,500株
発行済株式の総数 4,437,500株
株主数 4,195名

株式の状況

自己名義 1.42％外国法人等 2.03％
金融機関 5.77％
証券会社 3.51％

個人・その他
64.84％

その他の法人
22.42％

所有者別の分布状況（株式数）
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印刷：宝印刷株式会社

事業年度 1月21日から翌年1月20日まで

基準日 毎年1月20日（中間配当を実施するときは毎年7月20日）

定時株主総会 毎年4月開催

単元株式数 100株�

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1 - 1
電話　0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081�新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公告方法

電子公告により行う
公告掲載URL：https://www.people-kk.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本
経済新聞に公告します）

住所変更・買取請求・
その他のお手続について

左記については、株券電子化以降、原則として口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。株主名簿管
理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご了承下さい。

株主メモ

証券コード：7865

ピープル株式会社

〒103-0004��東京都中央区東日本橋2-15-5��VORT東日本橋
TEL�03-3862-2768��FAX�03-3862-3730
ホームページアドレス　https://www.people-kk.co.jp/
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