
【国内コア事業】
 平成21年（2009年）2月期の月別主要商品売上状況（前年同月比）
 　（3～7月は確定値、8月は速報値）　 （単位：％）

当期累計
（3～8月）

新規 -2.1 -23.8 -43.1 -21.6 -27.0 -9.8 -23.1 -23.1
ﾘﾋﾟｰﾄ 0.3 -7.2 -9.2 -3.2 -4.6 -0.4 -3.7 -3.7
合計 0.0 -9.2 -14.3 -5.4 -7.4 -1.1 -5.9 -5.9
新規 -17.4 -19.4 -18.0 -16.1 -26.1 -33.3 -20.9 -20.9
ﾘﾋﾟｰﾄ 2.9 6.1 -3.8 -2.8 -3.1 -19.0 -5.1 -5.1
合計 -8.8 -7.4 -9.9 -7.7 -11.4 -23.1 -11.8 -11.8
新規 ― -70.8 -64.9 -81.9 -50.2 -52.8 -69.2 -69.2
ﾘﾋﾟｰﾄ -33.1 -17.8 -40.1 -31.2 -24.5 -5.7 -22.9 -22.9
合計 -40.7 -24.4 -43.0 -38.0 -26.8 -10.9 -28.0 -28.0
新規 ― 1095.2 500.0 0.0 -85.7 ― 136.3 136.3
ﾘﾋﾟｰﾄ 4.8 -10.1 -21.6 -15.8 9.4 -16.4 -10.8 -10.8
合計 -5.0 6.3 -14.0 -15.6 2.9 -11.4 -7.7 -7.7
新規 -38.0 -35.8 -37.0 -36.8 -39.9 -41.2 -38.0 -38.0
ﾘﾋﾟｰﾄ 12.8 14.3 13.0 16.0 10.3 6.0 11.9 11.9
合計 -3.0 -0.7 -1.6 0.9 -3.3 -5.5 -2.3 -2.3
新規 -36.7 -32.5 -35.5 -34.9 -33.4 -30.6 -34.0 -34.0
ﾘﾋﾟｰﾄ 8.8 10.5 12.1 13.9 13.9 12.4 11.9 11.9
合計 5.8 7.8 9.3 10.9 11.1 9.9 9.1 9.1

主要商品売上高 新規 -28.2 -32.5 -41.1 -32.9 -34.1 -27.6 -32.9 -32.9
ﾘﾋﾟｰﾄ 2.1 -1.7 -5.5 -0.4 -2.3 0.4 -1.2 -1.2
合計 -3.5 -7.2 -12.3 -5.9 -7.5 -2.8 -6.3 -6.3
新規 -17.7 -19.4 -18.2 -16.4 -26.3 -33.1 -21.1 -21.1
ﾘﾋﾟｰﾄ 3.9 6.7 -2.0 -0.7 -0.7 -16.1 -2.9 -2.9
合計 -7.6 -6.0 -8.3 -6.0 -9.1 -20.6 -10.0 -10.0
新規 -19.1 -21.6 -23.3 -20.6 -28.4 -31.7 -23.5 -23.5
ﾘﾋﾟｰﾄ 3.1 2.7 -3.5 -0.6 -1.4 -8.0 -2.1 -2.1
合計 -6.3 -6.5 -9.8 -6.0 -8.5 -12.7 -8.6 -8.6

その他のｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞかつら（注１） 2.3 11.9 -5.0 -17.6 14.3 -8.7 -1.5 -1.5
ﾚﾃﾞｨ-ﾒｲﾄﾞかつら 27.5 17.4 7.0 27.0 23.3 -6.1 16.5 16.5
その他の商品 -2.6 -0.8 -3.1 -8.2 -4.6 0.8 -3.1 -3.1

ｾｯﾄ代 37.8 25.5 27.9 21.5 18.8 18.5 24.6 24.6
その他 11.8 8.8 5.3 -18.3 0.5 3.7 1.5 1.5

-3.8 -4.2 -7.4 -4.9 -6.4 -10.5 -6.5 -6.5

注１）フォンテーヌ㈱への売上が含まれます。

（店舗状況）

平成21年（2009年）2月期　8月度月次売上状況（速報ベース）のお知らせ
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代表者    　　　代表取締役社長  早川　清
上場取引所    　東証・大証 市場第一部
コード番号    　8170
問い合わせ先  　広報ＩＲ室長 高橋 道義
電話番号    　　（03）3350-3268

3月 10月9月上期8月 11月 下期2月1月12月5月

総売上高

その他のｻｰﾋﾞｽ収入

【商品分類別】 4月

女性

男性

女性

男性

女性

6月 7月

出退店：なし

男性

女性

合計

ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞかつら
(ﾍｱﾌｨｯｸｽ含む)

増毛商品
(ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ)

育毛ｻｰﾋﾞｽ
(ﾍｱｱｸﾄ,ﾌｨｼﾞｶﾙｴｽﾃ）

男性

店舗数：235店舗（相談室9室、一般店115店、男性ｻﾛﾝ26店、女性ｻﾛﾝ24店、ｻﾃﾗｲﾄ店44店、新業態ｻﾛﾝ12店、DN店5店）
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【国内コア事業】
 受注金額（前年同月比）

1)2009年2月期 （単位：％）
当期累計

（3～8月）
-38.8 -45.9 -33.4 -43.2 -46.1 -21.3 -38.5 -38.5
-4.8 -6.6 4.0 -6.3 1.1 8.3 -0.9 -0.9

-22.1 -13.3 -14.8 -26.2 -34.3 -27.3 -22.5 -22.5
2.3 -2.5 4.2 -6.1 -3.9 16.5 1.2 1.2

2)2008年2月期 （単位：％）
年度計

（3～2月）
-51.9 -35.9 -36.7 -37.5 -35.9 -40.8 -40.3 -40.8 -32.5 -43.7 -44.3 -48.7 -8.1 -39.3 -39.9
-4.1 -6.2 -11.1 -2.8 -9.6 -4.0 -6.4 0.7 -0.7 -1.4 3.0 -5.3 -13.2 -1.9 -4.3
16.0 -1.0 2.0 2.1 14.2 -9.0 4.3 8.4 13.0 5.9 -8.5 -14.3 -20.9 -3.2 -0.2
2.5 5.2 -1.8 4.3 9.4 -7.5 2.1 5.7 4.8 5.8 0.8 2.8 -10.8 2.2 2.1

【フォンテーヌ事業】 
 平成21年(2009年）2月期の月次売上状況（前年同月比）
 　（3～7月は確定値、8月は速報値）　 （単位：％）

当期累計
（3～8月）

売上高 -2.8 -5.0 -5.2 -8.2 -7.3 -17.8 -7.3 -7.3

（店舗状況）

この開示資料に記載の比率は、小数第二位四捨五入で表示しております。

退店：小田急百貨店新宿店（8/31）、ちまきや百貨店（8/31）

店舗数：214店舗（直営店45店、百貨店169店）
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