
 ●平成22年（2010年）2月期の月別売上状況（前年同月比）
 　（3月は速報値）　 （単位：％）

当期累計
（3月）

新規 -40.8 -40.8 -40.8
ﾘﾋﾟｰﾄ -16.8 -16.8 -16.8
合計 -28.0 -28.0 -28.0
百貨店 2.6 2.6 2.6
直営店 11.4 11.4 11.4

美材商ほか 8.8 8.8 8.8
合計 5.7 5.7 5.7

合計 -13.3 -13.3 -13.3
新規 -0.8 -0.8 -0.8
ﾘﾋﾟｰﾄ -3.7 -3.7 -3.7
合計 -3.3 -3.3 -3.3

その他 -30.8 -30.8 -30.8
合計 -13.0 -13.0 -13.0

その他 -24.1 -24.1 -24.1
総売上高 -15.3 -15.3 -15.3

※内部消去は加味しておりません。

 ●ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの受注件数（前年同月比）

1)2010年2月期 （単位：％）
当期累計
（3月）

-60.8 -60.8 -60.8
-41.8 -41.8 -41.8
29.1 29.1 29.1

-10.2 -10.2 -10.2

 ●ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの受注金額（前年同月比）
1)2010年2月期 （単位：％）

当期累計
（3月）

-52.7 -52.7 -52.7
-40.1 -40.1 -40.1
-18.7 -18.7 -18.7
-31.0 -31.0 -31.0

（店舗状況）

女性店/374 直営店/210＜ﾌｫﾝﾃｰﾇｸﾁｭｰﾙ/182、ﾌｫﾝﾃｰﾇ/28＞ 百貨店/164＜ﾌｫﾝﾃｰﾇｸﾁｭｰﾙ4/ﾌｫﾝﾃｰﾇ/160＞
男性店/160 直営店/160＜ｱﾃﾞﾗﾝｽ/160＞
ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ/9
新業態ｻﾛﾝ/14

店舗数：557店舗

出　店：女性・百貨店＜ﾌｫﾝﾃｰﾇ＞/1店舗
退　店：女性・百貨店＜ﾌｫﾝﾃｰﾇ＞/1店舗

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。
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 ●平成22年（2010年）2月期の月別売上状況（前年同月比）
（単位：％）

当期累計
（3～2月）

新規 -25.7 -13.9 -18.8 -16.2 4.2 -3.7 -14.9 -30.4 9.9 1.8 4.8 -2.9 -43.1 -7.5 -11.3
ﾘﾋﾟｰﾄ -9.0 -19.4 -1.5 -3.6 1.3 -19.7 -9.0 -45.7 -51.3 -47.9 -34.8 -33.6 -51.9 -44.3 -26.0
合計 -17.7 -16.9 -8.2 -7.8 2.2 -15.7 -11.2 -40.4 -26.2 -28.5 -17.6 -22.4 -48.8 -30.1 -20.3

百貨店 -10.0 -9.7 -14.4 -8.2 -2.6 -3.0 -8.5 -12.8 -10.0 -10.2 -4.6 6.7 0.0 -5.2 -6.7
直営店 -3.2 -1.0 -9.0 0.6 -2.2 11.8 -1.1 -3.8 -11.2 -6.9 -0.2 10.0 3.3 -1.8 -1.5

美材商ほか -19.6 -8.2 -46.5 7.4 -26.0 -82.7 -26.6 -18.4 -17.4 -8.2 -15.3 -5.1 -14.8 -13.3 -17.6
合計 -11.0 -7.9 -16.3 -8.9 -8.0 -17.9 -11.5 -13.7 -9.9 -11.7 -6.8 1.7 -2.6 -7.3 -9.2

合計 -14.9 -13.3 -11.1 -8.2 -1.6 -16.4 -11.3 -27.6 -19.2 -21.1 -13.3 -11.7 -30.9 -20.3 -15.9
新規 26.7 -3.5 15.1 -25.0 1.9 -21.4 -2.9 -37.5 -51.4 -55.8 -45.2 -33.5 -44.7 -46.6 -28.3
ﾘﾋﾟｰﾄ -0.8 -20.9 -6.9 -18.4 -14.5 -23.3 -15.9 -40.5 -51.2 -34.5 -32.5 -39.5 -51.6 -42.2 -28.6
合計 2.2 -19.2 -4.7 -19.0 -12.9 -23.2 -14.7 -40.0 -51.2 -38.6 -34.3 -39.0 -51.0 -42.8 -28.5

その他 -24.3 -30.6 -25.1 -31.0 -31.5 -36.9 -30.2 -41.5 -40.3 -42.7 -39.1 -39.5 -44.5 -41.3 -35.3
合計 -9.0 -23.8 -12.5 -23.5 -19.6 -27.1 -20.3 -40.6 -47.6 -40.1 -35.8 -39.2 -49.2 -42.3 -30.9

その他 3.2 3.8 6.1 2.4 -0.5 -6.8 1.2 -1.0 -5.2 -6.4 -8.3 -7.2 -9.5 -6.3 -2.4
総売上高 -10.8 -12.7 -8.5 -10.4 -6.4 -18.5 -11.5 -25.6 -23.3 -22.9 -17.8 -18.0 -33.0 -23.4 -17.4

※内部消去は加味しておりません。

 ●ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの受注件数（前年同月比）

1)2010年2月期 （単位：％）
当期累計

（3～2月）
-1.4 -20.9 -20.9 11.9 -16.2 -31.8 -12.6 21.5 7.6 -9.6 -29.3 -43.9 -52.5 -17.7 -15.3
-8.8 -7.4 -10.1 -16.5 -44.7 -63.3 -24.3 -47.0 -39.0 -30.6 -32.6 -36.2 -24.3 -35.8 -29.6
42.3 68.6 -7.5 -4.1 -3.3 -41.2 2.9 -46.8 -49.3 -47.2 -30.3 -12.3 23.7 -31.1 -17.8
-7.6 -12.8 -6.9 -16.4 -41.6 -58.2 -24.6 -36.5 -19.4 -18.5 -14.0 -9.9 24.1 -15.2 -20.5

 ●ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの受注金額（前年同月比）
1)2010年2月期 （単位：％）

当期累計
（3～2月）

-2.0 -17.4 -20.5 28.1 -16.2 -37.5 -10.9 33.3 21.7 7.1 -10.3 -28.2 -35.1 -0.7 -5.3
-9.3 -3.4 -0.9 -9.9 -43.2 -62.8 -20.8 -43.3 -34.8 -26.2 -28.6 -33.7 -16.9 -31.6 -25.7
4.9 24.6 -17.2 -3.4 -15.8 -44.1 -11.0 -53.6 -53.4 -41.5 -30.3 -25.9 -15.6 -40.3 -27.6

-10.7 -20.0 -7.8 -19.7 -51.5 -66.5 -30.2 -47.3 -33.8 -28.9 -27.2 -29.9 0.3 -30.3 -30.2

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。

【　参　考　資　料　】
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