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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益について、21年3月期第2四半期は1株当たり当期損失を計上しているため、記載しておりません。 
   また、20年3月期第2四半期は希薄効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業総収入 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 ％

21年3月期第2四半期 67,837 ― △356 ― △323 ― △699 ―

20年3月期第2四半期 62,631 △2.2 666 19.2 572 3.1 175 50.6

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

21年3月期第2四半期 △4,001.22 ―

20年3月期第2四半期 1,120.69 ―

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

21年3月期第2四半期 27,543 10,586 38.4 60,611.51
20年3月期 28,204 11,318 40.1 64,569.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,586百万円 20年3月期  11,318百万円

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

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

営業総収入 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 133,200 8.3 50 △87.5 40 △88.8 △600 ― ―

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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)詳細は、4ページ 定性的情報・財務諸表等 4.その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確 定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  176,704株 20年3月期  176,704株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,042株 20年3月期  1,417株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  174,834株 20年3月期第2四半期  156,198株
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・定性的情報・財務諸表等 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇に加え

て、米国の金融システムの危機感から株安・円高が進行し、企業収益の落ち込みや個人消費が弱めの動き

に転じるなど、減速感を強めています。  

 小売業界におきましては、小麦粉や乳製品等、原材料価格の高騰に加え、経済の先行き不安による生活

防衛意識の高まりによって個人消費が低迷することが懸念されますが、一方で当社が展開する「SHOP99」

や「ローソンストア100」は、その基本コンセプトである「シングルプライス」、「適量・小分け」が消

費者の支持を集めており、当社にとってはむしろ追い風になっています。  

業績面については、新店の質の追求と既存店の活性化を優先すべく出店を抑制したために新規出店数が

期初計画を下回る結果となり、前期末に比べ９店（直営：出店23店・閉店９店、FC：閉店５店）の増加と

なりました。このため新店売上高は期初計画に届かなかったものの、既存店売上高が７月以降回復（７月

107.1％、8月101.7％、9月104.8％）に転じ、営業総収入はほぼ期初予想通りとなりました。一方、売上

総利益は、期初計画を下回りました。ローソングループとの共同仕入や物流コストの削減を積極的に推し

進めて仕入れコストの改善を図ってきましたが、小麦粉など原材料価格の高騰の影響による仕入コスト上

昇の吸収が遅れ、期初に計画した当第２四半期連結累計期間における粗利益率の改善が出来なかったため

です。販売費及び一般管理費については業務改善計画が順調に進み計画内に抑えられました。また、第３

四半期以降の収益の改善を図ることを目的に、外部環境の変化によって不採算となった直営19店をまとめ

て10月1日に閉店しましたが、これらを含め店舗閉鎖損失や減損の処理で約６億円の特別損失を計上して

います。 

この結果、当第２四半期連結累計期間は、営業総収入67,837百万円、営業損失356百万円、経常損失323

百万円、四半期純損失699百万円となりました。 

ローソングループとの取り組みは確実に進んでいます。当社は、株式会社ローソン（以下、ローソンと

いいます。）により７月16日から８月28日に実施された当社の普通株式及び新株予約権に対する株式公開

買付けによって９月５日に同社の連結子会社（９月末のローソンの当社株式保有比率：76.8％）となりま

した。これまで以上にローソングループとのシナジーを最大限に発揮すべく、「既存店舗の活性化」、

「本部及び店舗業務の効率化」、「企業基盤の確立」といった経営課題に対してスピーディに取り組んで

います。  

「既存店の活性化」について、①店舗開発面では、さらなるお客様の信頼度と満足度の向上を目指し、当

社運営のシングルプライス・ストア「SHOP99」から株式会社バリューローソンが展開してきた同業態の

「ローソンストア100」への転換（既存店の改装及び新規出店）の実験を行ってきました。９月末現在で

関東、関西及び中京エリアに「ローソンストア100」を204店開店しました。②商品面では、ローソングル

ープと協力し、競争力の高い商品を積極的に開発、投入しました。なかでも、ローソングループとの統一

プライベートブランド（PB）商品「バリューライン(VL)」を９月末で約300品開発し、「SHOP99」、「ロ

ーソンストア100」、「ローソンプラス」、「ローソン」に投入しています。VLはナショナルブランド

（NB）商品の値上げが相次ぐ中、お客様からの高い支持を得て売上高のアップに貢献しています。また、

収益率の高い中食の強化を目指してローソングループと共同開発したおにぎり、サンドイッチ、弁当及び

総菜などを既に全国の店舗で販売しており、中食（総菜部門）の売上高は伸長してきています。さらに、

当社が強みとする青果について、三菱商事グループの協力体制により主力商品の品質向上を図り、客単価

の高い主婦層を中心とした女性客の獲得を目指しています。③販売面では、商品の発注精度を向上させる

ことでロス（売場で商品が品切れしていたり、余ったりしてしまうこと）を軽減し、粗利益の増加を目指

しています。また、接客力の向上など従業員教育に努め、店舗運営力の強化を図っています。  

次に「本部及び店舗業務の効率化」については、物流システムの合理化と従業員の業務改善を図ってい

ます。物流システムの合理化では前期に続き、ローソングループの協力を受けて、物流センターの集約化

を推進しています。６月1日に西関東低温センター（埼玉県川越市）を稼働させるとともに、来年以降の

計画を前倒しで実施し、９月１日に関西低温センター（大阪府大阪市）を稼働させました。また、業務面

の一層の効率化とコスト削減を促進するため、４月から社長の深堀をリーダーとする業務改革委員会を設

置し、本部・店舗レベルでのきめ細かな具体的な業務改善策を推進しています。 

「企業基盤の確立」については、来期以降のフランチャイズチェーン（FC）化の本格展開に向けて、ロ

ーソングループと共同で新FCパッケージ構築のための試験運用を既存店舗で行っています。また、店舗開

発におきましても、当社とローソングループの情報を共有化するとともに、出店政策についても協力関係

を構築しています。  
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

連結第2四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は661百万円減少し27,543百万円

となり、純資産は731百万円減少し10,586百万円となりました。  

 資産の主要減少要因は、現金及び預金395百万円及び未収入金221百万円の減少などによるものです。  

 負債の主要増減要因は、買掛金905百万円の増加や長期借入金898百万円の減少などによるものです。  

 純資産の主要減少要因は、利益剰余金699百万円の減少などによるものです。その結果、自己資本比率

は前連結会計年度に比べ1.7％低下の38.4％となりました。  

 当第2四半期連結会計累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,324百万円増加し

ました。これは、減価償却費922百万円及び仕入債務905百万円などによる増加や税金等調整前第2四半期

純損失1,009百万円などによる減少によるものです。  

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、769百万円減少しました。これは、出店による有形固定資

産の取得560百万円及び無形固定資産の取得167百万円などに使用したことによるものです。  

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、950百万円減少しました。これは、長期借入金の返済によ

る支出898百万円などによるものです。  

 これらの結果により「現金及び現金同等物の第2四半期末残高」は、期首に比較して、395百万円減少

し、8,076百万円となりました。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しについては、引き続き食の安全に対する消費者の不安は根強いものの、原油や原材料価格

の上昇が落ち着きを取り戻しつつあり、円高となっているため、仕入コストの上昇要因は多少、和らぐも

のと思われます。また、景況感の悪化による消費者の生活防衛意識の高まりは当社にとって、引き続き追

い風になるものと思われます。 

こうした中、「SHOP99」の「ローソンストア100」への転換（既存店の改装及び新規出店）を下期より

本格的に推し進める予定です。転換による増収増益効果（店舗売上高で約５％アップ、収益率で約0.7％

アップ）とともに、①生活防衛型ニーズの顕在化による客数アップによる日販改善効果、②ローソングル

ープとの共同商品の開発加速化と物流コストダウンによる仕入コストの改善、③中食構成比の拡大とロス

改善による荒利率の改善、④既に今期実施した33店の閉店による営業利益改善効果、⑤店舗及び本部コス

トの削減効果などが第３四半期以降に見込まれます。  

 したがって、通期の連結の業績予想数値につきましては第２四半期累計期間までのマイナス影響は出る

ものの、第２四半期をボトムに収益は回復に転じ、下期は期初予想を上回る利益計上を見込んでいます。 

通期の連結会計年度の業績見通しにつきましては、平成20年9月24日に「特別損失の発生及び業績予想

の修正に関するお知らせ」で公表した数値に変わりはなく、連結営業総収入133,200百万円（前年同期比

108.3％）、連結営業利益50百万円（同12.5％）、連結経常利益40百万円（同11.2％）、連結当期純損失

600百万円を見込んでおります。  

 なお、当社とローソンの100％子会社である株式会社バリューローソンとの統合については、現在、統

合スキーム等を検討中です。今後、何らかの決定がなされた場合には速やかに公表いたします。  

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不

確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因に

よって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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4. その他 
(1) 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「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)を適用しています。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

(2) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、
売価還元法による原価法を採用していましたが、当第１四半期連結会計期間より売価還元法による低価
法に変更しています。  
 この変更は、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されることに伴い、当社の評価方法を見直したところ、売価還元低価法
を採用することにしたものです。  
 当該、会計処理の変更にあたり、期首商品に含まれる変更差額（商品評価損）62百万円を特別損失に
計上しています。  
 これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ23百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は39百万
増加しています。  

(3) リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日）最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日）最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理から、通常の売買取引に
係わる方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しています。  
 また、リース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定していま
す。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を引き続
き採用しています。  
 これによる損益に与える影響は軽微です。  
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 5. 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,076 8,471 

商品 3,292 3,464 

貯蔵品 22 20 

その他 2,187 2,513 

貸倒引当金 △49 △45 

流動資産合計 13,529 14,423 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,673 5,838 

その他（純額） 1,424 1,176 

有形固定資産合計 7,098 7,014 

無形固定資産 

ソフトウエア 2,579 2,913 

その他 18 27 

無形固定資産合計 2,597 2,940 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 3,372 3,355 

その他 956 476 

貸倒引当金 △10 △6 

投資その他の資産合計 4,318 3,825 

固定資産合計 14,013 13,781 

資産合計 27,543 28,204 

負債の部 

流動負債 

買掛金 10,120 9,215 

1年内返済予定の長期借入金 1,856 1,796 

未払法人税等 138 222 

その他 2,508 2,676 

流動負債合計 14,622 13,909 

固定負債 

長期借入金 1,714 2,672 

その他 619 304 

固定負債合計 2,333 2,976 

負債合計 16,956 16,886 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,338 5,338 

資本剰余金 5,489 5,489 

利益剰余金 △138 561 

自己株式 △103 △71 

株主資本合計 10,586 11,318 

純資産合計 10,586 11,318 

負債純資産合計 27,543 28,204 
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(2) 四半期連結損益計算書 

 第２四半期連結累計期間  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 66,463 

加盟店からの収入 736 

その他の営業収入 636 

営業総収入 67,837 

売上原価 50,672 

売上総利益 17,164 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 7,902 

貸倒引当金繰入額 6 

その他 9,612 

販売費及び一般管理費合計 17,521 

営業損失（△） △356 

営業外収益 

受取利息 13 

受取手数料 53 

受取補償金 26 

その他 10 

営業外収益合計 104 

営業外費用 

支払利息 38 

その他 31 

営業外費用合計 70 

経常損失（△） △323 

特別損失 

減損損失 434 

店舗閉鎖損失 163 

商品評価損 62 

その他 26 

特別損失合計 686 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,009 

法人税、住民税及び事業税 75 

法人税等調整額 △385 

法人税等合計 △310 

四半期純損失（△） △699 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,009 

減価償却費 922 

減損損失 434 

のれん償却額 9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 

受取利息 △13 

支払利息 38 

店舗閉鎖損失 163 

たな卸資産の増減額（△は増加） 170 

未収入金の増減額（△は増加） 221 

その他の資産の増減額（△は増加） △14 

仕入債務の増減額（△は減少） 905 

その他の負債の増減額（△は減少） △330 

小計 1,504 

利息の受取額 13 

利息の支払額 △40 

法人税等の支払額 △157 

法人税等の還付額 5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,324 

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 △560 

無形固定資産の取得による支出 △167 

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 

長期貸付金の回収による収入 30 

長期貸付けによる支出 △18 

敷金及び保証金の回収による収入 18 

敷金及び保証金の差入による支出 △70 

投資活動によるキャッシュ・フロー △769 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △898 

リース債務の返済による支出 △19 

自己株式の取得による支出 △32 

財務活動によるキャッシュ・フロー △950 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △395 

現金及び現金同等物の期首残高 8,471 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,076 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 
  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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「参考」 

前中間連結損益計算書 

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 62,631 100.0

Ⅱ 売上原価 45,808 73.2

売上総利益 16,822 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１ 給与手当 7,200

２ 地代家賃 2,418

３ 水道光熱費 1,313

４ リース料 1,129

５ 減価償却費 639

６ 貸倒引当金繰入額 14

７ のれん償却額 9

８ その他 3,431 16,155 25.8

営業利益 666 1.0

Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 17

２ 受入手数料 21

３ その他 15 54 0.1

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 48

２ 株式交付費 0

３ 支払手数料 3

４ 現金過不足 13

５ 減価償却費 53 

６ その他 29 148 0.2

経常利益 572 0.9

Ⅵ 特別損失

１ 減損損失 74

２ 店舗閉鎖損 6

３ 貸倒引当金繰入額 96 176 0.3

税金等調整前中間純利益又は当期純損失（△） 395 0.6

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等調整額 70 220 0.3

中間純利益又は当期純損失（△） 175 0.3
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前中間連結キャシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 395

２ 減価償却費 693

３ 減損損失 74

４ のれん償却額 9 

５ 貸倒引当金の増加額 110

６ 受取利息 △ 17

７ 支払利息 48

８  店舗閉鎖損 8

９ たな卸資産の増減額 21

10 未収入金の増減額 66

11 その他資産の増減額 △ 7

12 仕入債務の増減額 △ 101

13 その他負債の増減額 △ 282

小計 1,018

14 利息の受取額 17

15 利息の支払額 △ 49

16 法人税等の支払額 △ 34

17  法人税等の還付額 114

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,066

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △ 612

２ 有形固定資産の売却による収入 27

３ 無形固定資産の取得による支出 △ 952

４ 短期貸付金の純増減額 0

５ 長期貸付金の回収による収入 52

６ 長期貸付金の貸付による支出 △ 26

７ 敷金・保証金の回収による収入 208

８ 敷金・保証金の差入れによる支出 △ 116

９ その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,418
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6. その他の情報 

仕入及び販売の状況 

（１）仕入実績  

  当第２四半期連結会計期間における仕入実績を商品部門部別に示すと、次のとおりです。 

 

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２ 金額は仕入価格によっております。 

  

（２）販売実績  

  当第２四半期連結会計期間における直営店の販売実績を部門部に示すと、次のとおりです。 

 

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２ 商品部門別明細は下記のとおりです。 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間

商品部門
自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日

金額（百万円）

生鮮・デイリー 11,966

グローサリー 10,947

雑貨等 3,019

計 25,933

当第２四半期連結会計期間

販売部門
自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日

金額（百万円）

生鮮・デイリー 15,438

グローサリー 14,702

雑貨等 4,089

計 34,231

商品部門別 内訳

生鮮・デイリー 生鮮（農産、畜産、水産）／惣菜／和日配（豆腐等）・洋日配（乳製品等）

グローサリー 加工食品／菓子／飲料・酒

雑貨等 雑貨、新聞、書籍等
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（２）地域別販売実績並びに店舗異動状況  

 

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

      ２ 上記の販売実績並びに店舗数にはFC店分は含まれておりません。 

      ３ 上記の販売実績は直営店の売上高を表示しております。 

      ４ 増加店舗数は、新規出店数10店にFCからの転換店舗数１店を加え、閉店店舗数８店を除いた 

             店舗数です。 

※  参考資料 

  FC販売実績並びに店舗異動状況  

 

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 増加店舗数は、直営店への転換店舗数１店、閉店店舗数３店のため、４店の減少 

               です。 

当第２四半期連結会計期間

地域 自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日

金額 構成比
店舗異動状況（店舗数）

（百万円） （％）
期間末店舗数

増加 
店舗数

宮城県 939 2.7 26 1

茨城県 233 0.7 5 △ 1

埼玉県 1,594 4.7 38 1

千葉県 1,872 5.5 42 －

東京都 11,134 32.5 222 3

神奈川県 5,567 16.3 110 5

岐阜県 298 0.9 6 △ 1

静岡県 543 1.6 13 －

愛知県 3,843 11.2 90 △ 2

京都府 1,475 4.2 34 －

大阪府 5,300 15.5 116 1

兵庫県 1,332 3.9 30 △ 1

奈良県 93 0.3 2 △ 3

合計 34,231 100.0 734 3

当第２四半期連結会計期間

地域 自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日

金額 構成比
店舗異動状況（店舗数）

（百万円） （％）
期間末店舗数

増加 
店舗数

福島県 124 2.2 5 －

埼玉県 323 5.8 7 －

千葉県 532 9.5 11 △ 1

東京都 2,919 51.9 53 △ 3

神奈川県 1,326 23.6 26 －

愛知県 342 6.1 8 －

京都府 40 0.7 1 －

大阪府 10 0.2 1 －

合計 5,620 100.0 112 △ 4
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