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平成22年3月期の月次営業情報に関するお知らせ 

 

 平成22年3月期（平成21年4月1日～平成22年3月31日）の月次営業情報に関して、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

［１］月次売上高の前年同月対比（伸び率） （単位：％）

    09/4 09/5 09/6 
第1 

四半期 
09/7 09/8 09/9 上半期計 09/10 09/11 09/12

第3 
四半期 

10/1 10/2 10/3 下半期計 年間計

全 店 3.0 3.2 -1.5 1.6 -3.0 0.2 3.9 0.9 5.8 1.8 3.6 1.9 7.3 7.3 3.4 4.7 2.8
合  計 

既存店 -3.0 -1.5 -5.9 -3.5 -7.5 -4.9 -1.3 -4.1 0.1 -5.1 -3.5 -3.7 -0.6 -0.8 -5.0 -2.6 -3.3

全 店 2.6 4.4 -0.5 2.2 -0.9 0.6 4.9 1.9 6.9 4.6 5.4 3.1 8.3 8.1 3.8 6.1 4.0
ＳＭ事業 

既存店 -2.7 -0.7 -6.1 -3.2 -6.4 -5.4 -1.3 -3.8 0.0 -4.1 -3.5 -3.4 -1.3 -1.8 -6.3 -2.9 -3.4

全 店 5.2 -3.5 -6.9 -1.8 -12.7 -2.8 -1.8 -3.9 0.6 -9.1 -3.3 -4.0 2.5 4.2 1.6 -1.1 -2.5
ＨＣ事業 

既存店 -3.9 -5.8 -5.6 -5.1 -12.7 -2.8 -1.8 -5.6 0.6 -9.1 -3.3 -5.0 2.5 4.2 1.6 -1.1 -3.3

 

［２］既存店の客数・客単価の前年同月対比（伸び率） （単位：％）

    09/4 09/5 09/6 
第1 

四半期 
09/7 09/8 09/9 上半期計 09/10 09/11 09/12

第3 
四半期 

10/1 10/2 10/3 下半期計 年間計

客 数 -0.4 0.4 -2.2 -0.7 -3.8 -0.8 0.7 -1.0 0.8 -2.0 -1.4 -1.0 0.3 -1.4 -3.6 -1.3 -1.1
合  計 

客単価 -2.6 -1.8 -3.8 -2.7 -3.9 -4.1 -2.0 -3.1 -0.7 -3.2 -2.1 -2.7 -0.9 0.6 -1.4 -1.3 -2.2

客 数 -0.2 0.7 -2.2 -0.5 -3.4 -1.2 0.4 -1.0 0.2 -1.6 -1.5 -1.0 0.0 -1.9 -4.6 -1.6 -1.3
ＳＭ事業 

客単価 -2.6 -1.4 -3.9 -2.6 -3.0 -4.3 -1.7 -2.8 -0.3 -2.6 -2.0 -2.4 -1.3 0.1 -1.8 -1.3 -2.1

客 数 -1.4 -1.6 -2.1 -1.7 -5.6 1.4 2.3 -1.2 4.5 -4.2 -1.0 -0.9 1.7 1.1 2.1 0.5 -0.3
ＨＣ事業 

客単価 -2.6 -4.3 -3.6 -3.5 -7.5 -4.1 -4.0 -4.4 -3.7 -5.1 -2.3 -4.1 0.8 3.0 -0.5 -1.7 -3.0

 （注） 1.表示する数値は、すべて前年同月対比の数値（伸び率）であり、小数点第2位を四捨五入しております。 

     2.既存店は、開設後13ｶ月以上経過する店舗を対象としております。 

 

［３］新設・増床・改装・他の状況 

 区分 年月日 店  舗  名 住      所 店舗面積（㎡）  

 新設 平成21年 4月 2日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 有玉店 静岡県浜松市東区有玉西町817-7 1,692  

 新設 平成21年 4月23日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 師勝店 愛知県北名古屋市鹿田西赤土76-1 1,338  

 新設 平成21年 5月 2日 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ 緑園都市店 神奈川県横浜市泉区緑園7-1-4 417  

 改装 平成21年 5月28日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 多治見店 岐阜県多治見市若松町1-34 2,347  

 新設 平成21年 7月16日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 黒瀬店 富山県富山市黒瀬字大屋割470-2 1,689  

 新設 平成21年 7月30日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 南松本店 長野県松本市芳川村井町868-2 1,681  

 新設 平成21年 9月 3日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 諏訪店 長野県茅野市中沖10-2 1,968  

 閉鎖 平成21年 9月13日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 品野口店 愛知県瀬戸市品野町1-181-2 1,047  

 建替増床 平成21年 9月17日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 市橋店 岐阜県岐阜市市橋2-2-5 2,212(+726)  

 新設 平成21年10月22日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 碧南店 愛知県碧南市音羽町4-34 1,753  

 新設 平成21年11月 5日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 高浜店 愛知県高浜市稗田町2-2-27 1,711  

 新設 平成21年11月19日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 岩倉店 愛知県岩倉市本町神明西20 1,399  

 新設 平成21年11月26日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 大坪店 静岡県静岡市駿河区大坪町12-26 1,399  

 新設 平成21年12月 3日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 中津川店 岐阜県中津川市八幡町2082-1 1,162  

 新設 平成22年 1月28日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 静波店 静岡県牧之原市静波2100-1 1,711  

 閉鎖 平成22年 1月31日 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ 南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷オーパ2F 297  

 新設 平成22年 3月 4日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 正家店 岐阜県恵那市長島町正家366-1 1,543  

 

［４］平成22年3月31日現在の店舗数  １８４店舗（ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ １３１店舗、ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ３６店舗、ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ １６店舗、外食店 １店舗） 

以上



 
 

〈ご参考〉 

平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

［１］月次売上高の前年同月対比（伸び率） （単位：％）

    08/4 08/5 08/6 
第1 

四半期 
08/7 08/8 08/9 上半期計 08/10 08/11 08/12

第3 
四半期 

09/1 09/2 09/3 下半期計 年間計

全 店 0.2 7.7 7.9 5.3 5.4 6.8 2.7 5.1 5.7 9.3 2.5 5.3 4.5 0.0 3.1 4.1 4.6
合  計 

既存店 -3.5 -0.4 -0.4 -1.4 -1.6 -0.6 -6.5 -2.1 -3.2 1.4 -5.0 -2.3 -3.4 -7.6 -3.7 -3.7 -2.9

全 店 -0.1 6.9 7.4 4.7 3.7 6.3 1.8 4.3 6.1 10.0 2.1 4.8 5.3 0.3 3.1 4.4 4.4
ＳＭ事業 

既存店 -4.4 -0.9 0.2 -1.7 -2.5 -0.8 -7.4 -2.6 -2.9 2.0 -5.3 -2.5 -2.6 -7.3 -3.5 -3.4 -3.0

全 店 2.6 12.7 11.6 9.0 15.4 10.4 8.3 10.2 5.2 6.2 3.8 8.3 0.5 -2.2 3.0 3.0 6.5
ＨＣ事業 

既存店 0.4 1.3 -3.8 -0.7 2.7 -0.9 -2.3 -0.4 -5.7 -1.6 -4.2 -1.6 -8.0 -9.8 -5.2 -5.5 -3.0

 

［２］既存店の客数・客単価の前年同月対比（伸び率） （単位：％）

    08/4 08/5 08/6 
第1 

四半期 
08/7 08/8 08/9 上半期計 08/10 08/11 08/12

第3 
四半期 

09/1 09/2 09/3 下半期計 年間計

客 数 -1.5 -0.1 -0.2 -0.6 0.3 -0.6 -3.8 -1.0 -1.1 2.0 -1.3 -0.7 -0.4 -2.7 -0.2 -0.6 -0.8
合  計 

客単価 -2.0 -0.3 -0.2 -0.8 -1.9 0.0 -2.8 -1.2 -2.1 -0.6 -3.7 -1.6 -3.0 -5.1 -3.5 -3.0 -2.1

客 数 -1.8 -0.3 0.2 -0.6 0.4 -0.7 -3.9 -1.0 -0.6 2.4 -1.6 -0.7 -0.5 -2.9 0.1 -0.6 -0.8
ＳＭ事業 

客単価 -2.6 -0.6 -0.1 -1.1 -2.9 -0.1 -3.6 -1.6 -2.3 -0.4 -3.8 -1.9 -2.1 -4.5 -3.5 -2.9 -2.2

客 数 0.2 0.8 -3.0 -0.6 -0.1 -0.6 -3.6 -1.0 -4.4 -0.2 0.0 -1.1 0.6 -0.7 -1.4 -1.0 -1.0
ＨＣ事業 

客単価 0.2 0.5 -0.8 0.0 2.8 -0.3 1.3 0.6 -1.3 -1.4 -4.2 -0.5 -8.5 -9.2 -3.9 -4.5 -2.0

 （注） 1.表示する数値は、すべて前年同月対比の数値（伸び率）であり、小数点第2位を四捨五入しております。 

     2.既存店は、開設後13ｶ月以上経過する店舗を対象としております。 

 

［３］新設・増床・改装・他の状況 

 区分 年月日 店  舗  名 住      所 店舗面積（㎡）  

 新設 平成20年 4月 3日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 城山店 愛知県尾張旭市北原山土地区画整理事業地内3街区 1,974  

 新設 平成20年 4月17日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 上越店 新潟県上越市樋場新町土地区画整理事業地内16街区33外 1,925  

 新設 平成20年 4月22日 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 鈴鹿店 三重県鈴鹿市東旭が丘2-1-31 7,815  

 新設 平成20年 4月24日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 鈴鹿店 三重県鈴鹿市東旭が丘2-1-31 2,175  

 新設 平成20年 5月 1日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ミタス伊勢店 三重県伊勢市船江1-10-21 2,103  

 新設 平成20年 5月 6日 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ミタス伊勢店 三重県伊勢市船江1-10-194 8,878  

 閉鎖 平成20年 5月 6日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 稲津店 岐阜県瑞浪市稲津町小里大ノ田1115 330  

 新設 平成20年 5月15日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 瑞浪中央店 岐阜県瑞浪市下益見土地区画整理地内35街区 2,200  

 新設 平成20年 5月22日 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 瑞浪中央店 岐阜県瑞浪市下益見土地区画整理地内37街区 7,530  

 新設 平成20年 6月19日 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ メガストア久居インター店 三重県津市戸木町7869-1 10,968  

 新設 平成20年 7月10日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 揖斐川店 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方130 1,526  

 新設 平成20年 8月28日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 志段味店 愛知県名古屋市守山区上志段味土地区画整理地内83街区 1,669  

 新設 平成20年 9月 4日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 則武店 岐阜県岐阜市則武中1-27-7 1,371  

 新設 平成20年 9月18日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ピエリ店 滋賀県守山市今浜町2620 1,685  

 改装 平成20年 9月19日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 島店 岐阜県岐阜市北島4-2-4 1,598  

 新設 平成20年 9月25日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 引佐店 静岡県浜松市北区引佐町東金指1038-1 1,683  

 改装 平成20年10月15日 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ メガストア羽島インター店 岐阜県羽島市江吉良町2939 11,745  

 改装 平成20年10月23日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 高山店 岐阜県高山市岡本町3-18-2 2,228  

 新設 平成20年11月20日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 中曽根店 富山県高岡市中曽根土地区画整理地内36街区 1,668  

 新設 平成20年12月11日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 刈谷店 愛知県刈谷市若松町2-101 2,036  

 新設 平成21年 1 月29日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 品野口店 愛知県瀬戸市品野町1-181-2 1,047  

 閉鎖 平成21年 3月 8日 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 多治見インター店 岐阜県多治見市西坂町5-31-1 2,487  

 

［４］平成21年3月31日現在の店舗数  １７３店舗（ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ １２０店舗、ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ３６店舗、ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ １６店舗、外食店 １店舗） 

 


