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会社概要

• 創業 明治27年10月

• 設立 昭和23年6月

• ホームセンター創業 昭和44年9月

• 事業内容 ホームセンターをチェーン展開

する小売業

• 資本金 42億2,425万円

• 売上高 407億15百万円

• 店舗数 131店舗
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沿革

1894年 島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。

1969年 日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店

1980年 新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。

1987年 店舗数100店を突破

1989年 広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併)

1991年 大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止)

1991年 売上高300億円を突破

1992年 経常利益21.4億円(最大)

1995年 店舗数188店（最大）

1997年 売上高500億円を突破

1998年 1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始

1999年 営業本部を広島県安芸郡へ移設開設

1999年 売上高526億円(最大)

2000年 東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による)

2011年 茶屋町店(1,764坪)を開店

2017年 イエローハット4店舗を事業譲渡

2019年 西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店

2019年 ドラッグストア6店舗を事業譲渡 3


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ
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						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/9/28) カブカ		1140		1221		2281		3485

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		0.8771929825





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	
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株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300



5日平均	42611	42612	42613	42614	42615	42618	42620	42621	42622	42625	42626	42628	42629	42633	42634	42636	42639	42640	42641	42642	42643	42646	42647	42648	42649	42650	42654	42655	42656	42657	42660	42661	42662	42663	42664	42667	42668	42669	42670	42671	42674	42675	42676	42678	42681	42682	42683	42684	42685	42688	42689	42690	42691	42692	42695	42696	42698	42699	42702	42703	42704	42705	42706	42709	42710	42711	42712	42713	42716	42717	42718	42719	42720	42723	42724	42725	42726	42730	42731	42732	42733	42734	42739	42740	42741	42745	42746	42747	42748	42751	42752	42753	42754	42755	42758	42759	42760	42761	42762	42765	42766	42767	42768	42769	42772	42773	42774	42775	42776	42779	42780	42781	42782	42783	42786	42787	42788	42789	42790	42793	42794	42795	42796	42797	42800	42801	42802	42803	42804	42807	42808	42809	42810	42811	42815	42816	42817	42818	42821	42822	42823	42824	42825	42828	42829	42830	42831	42832	42835	42836	42837	42838	42839	42842	42843	42844	42845	42846	42849	42850	42851	42852	42853	42856	42857	42863	42864	42865	42866	42867	42870	42871	42872	42873	42874	42877	42878	42879	42880	42881	42884	42885	42886	42887	42888	42891	42892	42893	42894	42895	42898	42899	42900	42901	42902	42905	42906	42907	42908	42909	42912	42913	42914	42915	42916	42919	42920	42921	42922	42923	42926	42927	42928	42929	42930	42934	42935	42936	42937	42940	42941	42942	42943	42944	42947	42948	42949	42950	42951	42954	42955	42956	42957	42961	42962	42963	42964	42965	42968	42969	42970	42971	42972	42975	42976	42977	42978	42979	42982	42983	42984	42985	42986	42989	42990	42991	42992	42993	42997	42998	42999	43000	43003	43004	43005	43006	43007	43010	43011	43012	43013	43014	43018	43019	43020	43021	43024	43025	43026	43027	43028	43031	43032	43033	43034	43035	43038	43039	43040	43041	43045	43046	43047	43048	43049	43052	43053	43054	43055	43056	43059	43060	43061	43063	43066	43067	43068	43069	43070	43073	43074	43075	43076	43077	43080	43081	43082	43083	43084	43087	43088	43089	43090	43091	43094	43095	43096	43097	43098	43104	43105	43109	43110	43111	43112	43115	43116	43117	43118	43119	43122	43123	43124	43125	43126	43129	43130	43131	43132	43133	43136	43137	43138	43139	43140	43144	43145	43146	43147	43150	43151	43152	43153	43154	43157	43158	43159	43160	43161	43164	43165	43166	43167	43168	43171	43172	43173	43174	43175	43178	43179	43181	43182	43185	43186	43187	43188	43189	43192	43193	43194	43195	43196	43199	43200	43201	43202	43203	43206	43207	43208	43209	43210	43213	43214	43215	43216	43217	43221	43222	43227	43228	43229	43230	43231	43234	43235	43236	43237	43238	43241	43242	43243	43244	43245	43248	43249	43250	43251	43252	43255	43256	43257	43258	43259	43262	43263	43264	43265	43266	43269	43270	43271	43272	43273	43276	43277	43278	43279	43280	43283	43284	43285	43286	43287	43290	43291	43292	43293	43294	43298	43299	43300	43301	43304	43305	43306	43307	43308	43311	43312	43313	43314	43315	43318	43319	43320	43321	43322	43325	43326	43327	43328	43329	43332	43333	43334	43335	43336	43339	43340	43341	43342	43343	43346	43347	43348	43349	43350	43353	43354	43355	43356	43357	43361	43362	43363	43364	43368	43369	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	43886	43887	43888	43889	43892	43893	43894	43895	43896	43899	43900	43901	43902	43903	43906	43907	43908	43909	43913	43914	43915	43916	43917	43920	43921	43922	43923	43924	43927	43928	43929	43930	43931	43934	43935	43936	43937	43938	43941	43942	43943	43944	43945	43948	43949	43951	43952	43958	43959	43962	43963	43964	43965	43966	43969	43970	43971	43972	43973	43976	43977	43978	43979	43980	43983	43984	43985	43986	43987	43990	43991	43992	43993	43994	43997	43998	43999	44000	44001	44004	44005	44006	44007	44008	44011	44012	44013	44014	44015	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027	44028	44029	44032	44033	44034	44039	44040	44041	44042	44043	44046	44047	44048	44049	44050	44054	44055	44056	44057	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	44081	44082	44083	44084	44085	44088	44089	44090	44091	44092	44097	44098	44099	44102	44103	44104	320	316.5	319.33333333333331	320.75	323.2	324.2	327.2	329.8	333.6	333.4	336.4	338.6	336	331.6	329.6	325.60000000000002	324	325	328.6	331	335.8	339.4	342.4	343.4	346.4	347	344.2	344.2	343	340.6	337.8	338.6	337.4	338.4	344.8	348.8	351.6	354	354.8	350.8	350.6	351.8	353.6	355	357.6	359.4	358.6	359.4	362.4	368	371.8	378.4	382	384	382.6	383	380.8	377.8	375.8	373.6	371.6	371.8	373.2	375	377	379.4	382.8	387	390.2	392.2	391.6	388.6	385.8	382.8	381.8	383	383.2	384.4	385.8	386.2	387.4	389.6	391	394.8	397.8	399.8	418	451.8	474.4	503	529.6	538.79999999999995	532	537.79999999999995	538.6	541.79999999999995	550	559.79999999999995	565.79999999999995	572.79999999999995	578.6	580.4	582.20000000000005	583.20000000000005	583.4	583.79999999999995	584.4	584.4	585.4	589.4	596.4	609.79999999999995	621.79999999999995	635.6	646	654.20000000000005	656.4	662.8	657.4	645.20000000000005	632.79999999999995	620.20000000000005	602.4	591.6	584.79999999999995	577.20000000000005	570.79999999999995	567.20000000000005	566.6	568.6	571.79999999999995	572.79999999999995	571.79999999999995	571	570.6	568	565.20000000000005	563.4	559.6	553.20000000000005	549	546.6	545.79999999999995	545.4	545.4	543.6	540.4	536.79999999999995	536.6	539.6	540.20000000000005	543.20000000000005	543.4	542.4	539.4	540.4	539.79999999999995	547	553.79999999999995	559.6	566.6	572	570.4	569.4	569.79999999999995	569.20000000000005	569.6	570.6	572	573.6	574.79999999999995	577.6	581.6	583	584.20000000000005	585	584.4	582.4	582	581	579.79999999999995	578.79999999999995	577	573.4	569.79999999999995	568.6	566.6	566.20000000000005	568.4	570	570.79999999999995	573.4	573.79999999999995	572.20000000000005	572.20000000000005	572.4	571.4	572	571.4	570.6	567.6	564.6	561.4	560.4	558.79999999999995	559.20000000000005	559.4	562.20000000000005	568.6	577.79999999999995	595	609.20000000000005	617.79999999999	995	620.4	621.20000000000005	611.6	603.4	598.20000000000005	594.79999999999995	590.6	588.6	588.20000000000005	587.79999999999995	586.20000000000005	585	583.4	586.20000000000005	588.4	592.4	595.6	598.4	597.6	596.79999999999995	594.79999999999995	593	591.6	590	588.6	589.4	590.79999999999995	591.20000000000005	592.4	594	595	594	593.79999999999995	592.79999999999995	594.4	593.79999999999995	594.4	593.79999999999995	595.6	594.79999999999995	595.79999999999995	597	599.79999999999995	600	599.6	599.20000000000005	600	600.79999999999995	601.6	604	607	612.4	617	623	631	637	640.4	643.6	647.6	648.6	648.20000000000005	647.20000000000005	646.4	643.6	640.20000000000005	638.20000000000005	635.79999999999995	633.20000000000005	633.4	635.4	638.20000000000005	641.79999999999995	646.79999999999995	648.20000000000005	649.20000000000005	651	652.4	655.6	659.8	664.2	669	675.2	680.6	685	689	690.8	694	695	697.2	698.8	701.2	702.2	706.8	719.8	733.4	750.8	778.4	805.6	854	899	946	974.6	997.2	989.8	984.4	960	944.4	926.4	909	892.2	892	888.2	885.8	887	892.6	901	913	935	955.8	971.2	978.6	985.2	983	979	978.4	978	977.6	981.8	984.4	985.6	989.2	990	990.6	992.4	992.6	993.4	995.4	994.6	963	941.2	927.8	908.8	893.4	913.6	923	924.2	932	939.6	942.6	944.8	945.4	936.4	924.6	912.2	898.2	883	873	863.4	850.8	843.2	837.6	834	831.6	831	829.4	827.2	823.8	816.2	807.4	792.4	776.6	763.8	757.2	760.6	769.4	774.6	779.6	783.8	783.8	782.4	787.4	793.2	796.8	792.2	787.2	780.4	773	767.6	763.6	762.2	760	757.8	754	753	754.2	755.4	756.4	757.8	759.8	760.2	762.2	762.	4	762.4	763	762	759.6	759.2	757.6	756.2	755	753.8	752.6	752	750.2	748.2	747.4	745.6	744.8	745.6	746.6	749.8	751.6	751.4	749.8	749.4	746.6	746	745.4	742.8	740.4	737.6	734.8	733.8	731.6	729.6	728.6	728	725.2	727.4	726.6	725.2	722.6	723.2	720.8	721.6	720	720.4	716.4	713	705.6	699.8	691.4	687	685	686.2	686.8	688.8	690.4	689.2	687.8	683.6	678.4	672.2	667.4	663.8	665.2	665.8	666	667	666.4	663.6	662.8	661.4	658.6	654.79999999999995	653.6	652.20000000000005	652	652.20000000000005	656	656.2	655	653.4	650.20000000000005	643.20000000000005	635.20000000000005	629.79999999999995	622.79999999999995	616.79999999999995	610.79999999999995	608.4	603.79999999999995	602.6	600.4	600.6	600.79999999999995	602.6	605.4	613.20000000000005	621	629.79999999999995	637.6	642.6	644.6	646.6	646	646	644.79999999999995	640	633.4	628.4	625	623.6	628	635.79999999999995	642	643.79999999999995	645	642.20000000000005	635.6	631.79999999999995	631.4	633	637	642.4	644.4	647.4	648.6	646.79999999999995	645.79999999999995	645.4	644	643.4	643.4	642.4	641.6	640.79999999999995	637.4	635.79999999999995	634.4	634	632.79999999999995	633.6	632.79999999999995	632.20000000000005	630.79999999999995	631.20000000000005	629.6	627.79999999999995	626	624.4	621	616	611	605	597.4	580.4	556.20000000000005	537.6	526	518.20000000000005	520.6	534.6	544.4	550.6	555.6	559.79999999999995	564.20000000000005	568	570	572.20000000000005	576.4	583.4	591.20000000000005	597.20000000000005	603	607.6	608	607.20000000000005	607.4	605.20000000000005	602.4	600.20000000000005	599.6	599	599.79999999999995	601.20000000000005	601.6	601.4	601.6	602	602	602.4	602.20000000000005	602.20000000000005	599.79999999999995	590	580.79999999999995	572.6	563.20000000000005	555	553.79999999999995	551	547	542	537.20000000000005	531	526.79999999999995	523.4	520.20000000000005	517.20000000000005	516.79999999999995	514	509.8	506	503.6	500	498.2	498.4	499.2	499.6	499.8	499.8	499	499.2	501	504.6	508.2	511.2	512	510.4	507.6	506.8	504.4	503.6	503.6	503.2	502	502	503	503.2	503.6	503	503.6	502.4	502.4	501.8	501	500.4	500.2	499.2	498.6	497.8	495.6	494.2	493	492.6	491.2	490.8	491.8	494.2	496.6	501.8	505.8	506.6	506.4	505.8	504.2	503.4	503.4	503.4	504	504	504.6	505.6	505.8	506	505.6	505.2	504.6	505	505.2	506.6	511.2	513.20000000000005	514	514.4	513.6	509.4	508.2	506.8	505.4	504.8	504	503.6	504	504.2	504	503.6	503.4	503	502.2	499.8	498.8	497.2	496.6	496.6	498	498.6	499.4	499.4	500.6	502.4	502.6	502.6	502.8	501.6	499.4	498.6	498.4	499.2	500	501.2	502.2	502.4	502.2	502.4	503	504.2	504.6	505	505	505	504.4	504.8	504.4	504.2	504.6	505.6	506.4	508	510.8	512.79999999999995	514.6	517	519.6	520.79999999999995	523	525.20000000000005	523.79999999999995	521.4	519	517	513.79999999999995	514.20000000000005	516.4	518.4	520.20000000000005	523.6	529.79999999999995	531.79999999999995	534.4	536.79999999999995	538.6	538.4	540.79999999999995	542.20000000000005	543.20000000000005	544.6	544.6	545.4	546.6	548	549.4	551.6	553.20000000000005	555	555.79999999999995	555.79999999999995	555.4	554.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	555.20000000000005	556	557.4	559	560.4	561.4	562	562.4	562	561.4	560.6	559.79999999999995	558.79999999999995	557.79999999999995	554.6	553.20000000000005	551.6	552.20000000000005	553.79999999999995	557.6	560.79999999999995	564.20000000000005	567.4	569.79999999999995	570.79999999999995	571.6	573	573.79999999999995	574	575.20000000000005	577	577.6	577	575.20000000000005	574.4	572.79999999999995	571.4	567.79999999999995	564	559.6	556.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	557.4	559.6	560.6	561	561	556.4	551.4	545.79999999999995	539.20000000000005	529.79999999999995	521.79999999999995	509.4	486.4	465.8	448.4	433.8	425.6	424.6	416.8	405.2	395	380.2	362	349.4	340.2	330.2	327.8	336.6	348.6	363.6	380.4	391.6	399.8	405.8	408.8	409.2	409.8	410.2	409.8	409.2	409	416.4	421.6	427	434.2	438.8	437.2	440.8	449.2	461.2	483.6	506	525	536.20000000000005	540.6	535.20000000000005	528	520.20000000000005	513.20000000000005	508.8	505.2	501.4	495	489.4	483.6	479.6	479.8	481	483.4	485.2	487	487.8	491.6	496.6	501	504	506.8	509.4	510	512.4	514	513.79999999999995	510.8	507.6	500.6	496.8	495.6	496.4	498	504.6	507.6	508.8	511.2	533	544.79999999999995	561	569.20000000000005	583	580.4	590	610.6	652.4	685.4	708.8	726.8	738.6	731.2	719.2	717.2	718.4	712.2	716.4	727.2	733.2	740	735.2	734.8	732.8	733.4	732	739.6	739.4	748.2	763.8	776.8	792.8	806.6	813.2	806.6	803.4	803.2	805.4	811.2	822	819.8	823.4	831.2	841.4	849.4	873	890.2	899.4	899.6	898	891.2	887.2	885.4	891	898.4	922	969.4	1000.6	1029	1075.2	1111.2	1106	









ホームセンター業界

4

(百万円)

2019年度
順位 会社名 所在地 決算期 売上高 伸び率 経常利益 店舗数

1 カインズ 埼玉 2 429,857 4.4 25,992 219

2 コーナン商事 大阪 2 340,729 4.1 19,461 372

3 コメリ 新潟 3 335,276 0.7 16,684 1,197

4 ナフコ 福岡 3 217,753 -2.5 8,964 358

5 ＬＩＸＩＬビバ 埼玉 3 196,886 4.8 9,389 102

6 ＤＣＭホーマック 北海道 2 166,984 -1.6 7,799 193

7 島忠 埼玉 8 146,387 0.1 9,143 60

8 ジョイフル本田 茨城 6 125,362 -0.3 9,140 17

9 ＤＣＭカーマ 愛知 2 124,902 -3.1 6,451 172

10 ケーヨー 千葉 2 107,628 -6.3 1,219 172

11 ロイヤルホームセンター 大阪 3 88,884 0.4 57

12 ＤＣＭダイキ 愛媛 2 82,067 -5.8 3,025 144

13 アークランドサカモト 新潟 2 76,516 -1.0 5,851 51

14 綿半ホームエイド 長野 3 51,675 0.2 1,082 20

15 サンデー 青森 2 49,301 0.9 405 104

16 ダイユーエイト 福島 2 43,502 4.9 1,024 90

17 ジュンテンドー 島根 2 42,375 -2.6 250 130

24 ユーホー 広島 8 26,192 -0.5 23

31 いない 鳥取 2 15,170 1.1 206 30

33 ナンバ 岡山 2 13,148 -4.1 136 16
(出所)日経MJ 2020.8.5号


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3				117.6

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7				117.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5				112.2

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1				111.8

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8				104.9

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7				104.8

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3				117.0







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末
店舗数 キカン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット		0		0		4		0		4		0						0						0						0

				ドラッグストア		0		0		8		0		1		7				7		0						0						0

				ブックセンター		0		2		4		0		0		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ
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																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×（参考)PP(事業別)_2019 (53期を100)



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%				4,044		10.0%				3,630		9.3%		100		3,562		9.2%		98		3,537		9.1%		97		3,490		8.9%		96		3,407		8.6%		94		3,403		8.6%		94

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%				4,655		11.5%				4,331		11.1%		100		4,289		11.0%		99		4,179		10.8%		96		4,174		10.7%		96		4,073		10.3%		94		3,815		9.7%		88

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%				4,199		10.3%				3,699		9.4%		100		3,535		9.1%		96		3,321		8.6%		90		3,228		8.3%		87		3,296		8.3%		89		3,210		8.1%		87

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%				2,096		5.2%				1,816		4.6%		100		1,766		4.5%		97		1,711		4.4%		94		1,688		4.3%		93		1,641		4.2%		90		1,628		4.1%		90



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%				8,412		20.7%				8,927		22.8%		100		9,045		23.3%		101		9,328		24.1%		104		9,665		24.7%		108		9,858		25.0%		110		9,923		25.2%		111

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%				8,950		22.1%				9,381		24.0%		100		9,446		24.3%		101		9,688		25.0%		103		9,908		25.3%		106		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		112

				ペット		3,088		7.6%				3,328		8.2%				2,875		7.3%		100		2,830		7.3%		98		2,840		7.3%		99		2,823		7.2%		98		2,773		7.0%		96		2,666		6.8%		93

				カー・レジャー		2,400		5.9%				1,973		4.9%				1,762		4.5%		100		1,740		4.5%		99		1,793		4.6%		102		1,847		4.7%		105		1,834		4.6%		104		1,815		4.6%		103

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%				1,509		3.7%				1,455		3.7%		100		1,472		3.8%		101		1,482		3.8%		102		1,486		3.8%		102		1,467		3.7%		101		1,445		3.7%		99

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%				1,420		3.5%				1,291		3.3%		100		1,196		3.1%		93		812		2.1%		63		777		2.0%		60		1,166		3.0%		90		1,027		2.6%		80



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%				40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%				39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				97		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				94		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				86		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上						433

廣瀬 進: YH総売上						447

廣瀬 進: YH総売上				100		421

廣瀬 進: YH総売上				94		407

廣瀬 進: YH総売上				91		397

廣瀬 進: YH総売上				89		0				0		0				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,587

廣瀬 進: BC総売上				100		1,409

廣瀬 進: BC総売上				89		1,346

廣瀬 進: BC総売上				85		1,209

廣瀬 進: BC総売上				76		1,172

廣瀬 進: BC総売上				74		1,081

廣瀬 進: BC総売上				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益						1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				97		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				94		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				86		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		437

廣瀬 進: YH営業収益						453

廣瀬 進: YH営業収益				100		426

廣瀬 進: YH営業収益				94		413

廣瀬 進: YH営業収益				91		403

廣瀬 進: YH営業収益				89		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,594

廣瀬 進: BC営業収益				100		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				89		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				85		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				76		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				74		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		99		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		98		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				97																																		←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						75,388 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																										（百万円） ヒャク マン エン

														商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.1%				1,871		9.0%		100		1,828		8.9%		98		1,828		8.8%		98		1,793		8.5%		96		1,823		8.7%		97

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.3%				2,363		11.4%		100		2,278		11.1%		96		2,289		11.0%		97		2,251		10.7%		95		2,086		9.9%		88

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		6.9%				1,428		6.9%		100		1,342		6.6%		94		1,320		6.3%		92		1,312		6.3%		92		1,340		6.4%		94

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.4%				916		4.4%		100		867		4.2%		95		859		4.1%		94		834		4.0%		91		824		3.9%		90

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.0%				5,709		27.5%		100		5,812		28.4%		102		6,011		28.8%		105		6,237		29.7%		109		6,168		29.3%		108

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		22.9%				4,995		24.1%		100		4,914		24.0%		98		5,175		24.8%		104		5,128		24.5%		103		5,441		25.9%		109

				ペット				1,492		7.2%				1,482		7.1%		100		1,473		7.2%		99		1,470		7.0%		99		1,459		7.0%		98		1,400		6.7%		94

				カー・レジャー				1,015		4.9%				999		4.8%		100		1,045		5.1%		105		1,082		5.2%		108		1,060		5.1%		106		1,065		5.1%		107

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%		100		693		3.4%		98		703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%		100		213		1.0%		72		136		0.7%		46		207		1.0%		70		202		1.0%		68

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		98%				20,766		100%		100		20,465		100%		99		20,873		100%		101		20,973		100%		101		21,033		100%		101



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)



				イエローハット				204						199				100		194				97		184				92		0				0		0				0

				ドラッグストアー				958						928				100		921				99		900				97		862				93		731				79

				ブックセンター				852						692				100		654				95		591				85		571				83		515				74



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450				100		23,091				98		23,411				100		23,254				99		23,116				99





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ				50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		16398493942		88		13349240225		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13351946034		33		15926717543		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		9548382997		15		11410816289		19

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39298822973		136		40686774057		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ				56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ				57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		63		8771713284		60		8606305193		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		48		16811985450		48		16987311592		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		22		13544436833		24		13954800541		25

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		133		39128135567		132		39548417326		131





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	
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当社の経営方針

経営理念

地方都市、中山間地、離島の
なくてはならないインフラになろう

基軸

ホームセンターは、農業、園芸、資材、
金物、工具、ワーキングの専門店である



主な事業内容

書籍販売､レンタルCD･DVD

ホームセンター ホームセンターは、農業、園芸、資材、金物、
工具、ワーキングの専門店を目指しています
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店舗展開

県別

店舗数

ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

ブ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー

合
計

島根県 18 3 21
鳥取県 12 12
山口県 24 24
広島県 31 1 32
岡山県 13 13
兵庫県 15 15
京都府 5 5
和歌山県 5 5
奈良県 3 3
三重県 1 1

計 127 4 131※店舗数は2020年9月末時点



損益計算書（1）
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(単位：百万円)

損益計算書 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期
2015.3.1～2016.2.29 2016.3.1～2017.2.28 2017.3.1～2018.2.28 2018.3.1～2019.2.28 2019.3.1～2020.2.29

営業収益 43,904 44,078 43,925 43,512 42,376
売上高 42,260 42,465 42,338 41,924 40,715

売上原価 29,693 30,008 30,101 29,790 28,904
売上総利益 12,567 12,457 12,236 12,135 11,811

売上総利益率 29.7% 29.3% 28.9% 28.9% 29.0%
営業収入 1,644 1,613 1,587 1,588 1,660

営業総利益 14,211 14,070 13,823 13,723 13,472
営業総利益率 33.6% 33.1% 32.7% 32.7% 33.1%

13,523 13,498 13,412 13,707 13,180
販管費率 32.0% 31.8% 31.7% 32.7% 32.4%
人件費 5,793 5,891 5,842 5,937 5,755
広告宣伝費 639 636 610 630 595
水道光熱費 661 619 617 577 519
賃借料 2,783 2,767 2,745 2,732 2,573
減価償却費 1,062 982 974 1,055 1,176
その他経費 2,584 2,603 2,624 2,776 2,562

営業利益 688 573 411 15 291
営業利益率 1.6% 1.3% 1.0% 0.0% 0.7%

営業外収益 87 77 86 83 75
営業外費用 198 172 148 130 116

経常利益 577 477 350 -32 251
経常利益率 1.4% 1.1% 0.8% -0.1% 0.6%

特別利益 39 117 580 584 23
特別損失 157 157 604 538 89

税引前当期純利益 459 437 325 13 185
法人税等(調整額含む) 218 198 118 22 98

当期純利益 241 239 207 -8 87
当期純利益率 0.6% 0.6% 0.5% 0.0% 0.2%

販売費及び一般管理費



損益計算書（2）
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貸借対照表
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(単位：百万円)

貸借対照表 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期
2016.2.29現在 2017.2.28現在 2018.2.28現在 2019.2.28現在 2020.2.29現在

流動資産 13,879 14,203 14,161 14,078 14,848
現金および預金 982 1,089 948 946 1,756
売掛金 133 134 135 145 232
商品 11,830 12,059 12,189 12,244 12,272
その他 934 921 888 744 588

固定資産 20,204 19,980 20,197 21,658 20,819
有形固定資産 15,241 15,218 15,559 16,690 16,178

建物等 8,214 8,380 8,344 9,715 9,105
土地 6,055 6,049 6,014 5,990 5,989
リース資産 145 130 246 204 357
その他 828 659 955 782 727

無形固定資産 709 673 622 653 546
投資その他の資産 4,253 4,089 4,017 4,315 4,094

繰延資産 0 0 0 0 0
資産合計 34,083 34,183 34,358 35,736 35,667

流動負債 11,554 11,572 11,921 12,036 13,871
支払手形・電子記録債務･買掛金 5,999 6,036 6,038 6,114 6,290
短期借入金 1,800 1,600 1,700 1,300 2,300
１年以内返済予定長期借入金 2,122 2,297 2,326 2,423 3,244
その他 1,633 1,639 1,857 2,199 2,038

固定負債 12,132 11,995 11,692 13,071 11,194
長期借入金 8,725 8,492 8,003 9,219 7,298
リース債務 74 102 196 186 328
退職給付引当金 2,529 2,519 2,524 2,409 2,402
その他 804 882 969 1,257 1,167

負債合計 23,686 23,567 23,613 25,106 25,065
純資産 10,397 10,616 10,745 10,630 10,602

資本金 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
資本剰余金 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999
利益剰余金 2,274 2,452 2,578 2,489 2,495
自己株式 -115 -115 -116 -116 -116
その他 15 56 59 33 -1

34,083 34,183 34,358 35,736 35,667負債および純資産合計


売上推移



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																										(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018年
3月 ネン ツキ		2018年
4月 ネン ツキ		2018年
5月 ネン ツキ		2018年
6月 ネン ツキ		2018年
7月 ネン ツキ		2018年
8月 ネン ツキ		2018年
9月 ネン ツキ		2018.3.1～
2018.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		104.1		100.1		92.1		98.9		106.8		101.4		100.1		100.3

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		104.4		100.3		92.5		98.5		106.3		100.8		98.9		100.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		101.5		100.0		92.5		96.1		101.4		99.0		96.4		98.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		101.6		100.1		92.7		95.8		100.9		98.1		95.1		97.6

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		102.6		100.1		99.6		102.9		105.2		102.4		103.8		102.4

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		102.7		100.2		99.8		102.8		105.3		102.7		104.0		102.5

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		102.9		99.5		92.2		98.1		105.0		99.9		98.7		99.3







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847		100		2,880		101		2,920		102		2,921		102		2,982		104

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502		108		508		109		487		105		473		102		489		105

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348		96		331		92		302		84		304		84		273		76

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394		97		1,393		97		1,386		96		1,368		95		1,379		96

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514		92		508		91		493		89		468		84		487		88

				リース料 リョウ		71		100		49		69		41		58		38		54		54		76		54		76

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105		113		120		129		156		168		128		138		127		137

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118		103		119		103		121		105		128		111		141		123

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234		106		238		108		238		108		237		107		240		109

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164		98		162		97		178		107		216		129		203		122

				その他 タ		485		100		479		99		512		106		490		101		469		97		530		109

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754		99		6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		102

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		90

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		99

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		99

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		142

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		81

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		117

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		101

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		114

				その他 タ		490		100		469		96		530		108

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		101







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		9月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット		0		0		4						4		0		4		0						0		0		0		0

				ドラッグストア		0		0		8						8		0		1		7						7		0		1		6

				ブックセンター		0		2		4						4		0		0		4						4		0		0		4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		7		142		0		1		142		1		5		138





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア						8						8				1		7						7				1		6

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		8		142		0		1		142		1		5		138





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																		(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×（参考)PP(事業別)_2019 (53期を100)



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%				4,044		10.0%				3,630		9.3%		100		3,562		9.2%		98		3,537		9.1%		97		3,490		8.9%		96		3,407		8.6%		94		3,403		8.6%		94

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%				4,655		11.5%				4,331		11.1%		100		4,289		11.0%		99		4,179		10.8%		96		4,174		10.7%		96		4,073		10.3%		94		3,815		9.7%		88

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%				4,199		10.3%				3,699		9.4%		100		3,535		9.1%		96		3,321		8.6%		90		3,228		8.3%		87		3,296		8.3%		89		3,210		8.1%		87

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%				2,096		5.2%				1,816		4.6%		100		1,766		4.5%		97		1,711		4.4%		94		1,688		4.3%		93		1,641		4.2%		90		1,628		4.1%		90



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%				8,412		20.7%				8,927		22.8%		100		9,045		23.3%		101		9,328		24.1%		104		9,665		24.7%		108		9,858		25.0%		110		9,923		25.2%		111

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%				8,950		22.1%				9,381		24.0%		100		9,446		24.3%		101		9,688		25.0%		103		9,908		25.3%		106		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		112

				ペット		3,088		7.6%				3,328		8.2%				2,875		7.3%		100		2,830		7.3%		98		2,840		7.3%		99		2,823		7.2%		98		2,773		7.0%		96		2,666		6.8%		93

				カー・レジャー		2,400		5.9%				1,973		4.9%				1,762		4.5%		100		1,740		4.5%		99		1,793		4.6%		102		1,847		4.7%		105		1,834		4.6%		104		1,815		4.6%		103

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%				1,509		3.7%				1,455		3.7%		100		1,472		3.8%		101		1,482		3.8%		102		1,486		3.8%		102		1,467		3.7%		101		1,445		3.7%		99

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%				1,420		3.5%				1,291		3.3%		100		1,196		3.1%		93		812		2.1%		63		777		2.0%		60		1,166		3.0%		90		1,027		2.6%		80



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%				40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%				39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				97		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				94		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				86		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上						433

廣瀬 進: YH総売上						447

廣瀬 進: YH総売上				100		421

廣瀬 進: YH総売上				94		407

廣瀬 進: YH総売上				91		397

廣瀬 進: YH総売上				89		0				0		0				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,587

廣瀬 進: BC総売上				100		1,409

廣瀬 進: BC総売上				89		1,346

廣瀬 進: BC総売上				85		1,209

廣瀬 進: BC総売上				76		1,172

廣瀬 進: BC総売上				74		1,081

廣瀬 進: BC総売上				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益						1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				97		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				94		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				86		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		437

廣瀬 進: YH営業収益						453

廣瀬 進: YH営業収益				100		426

廣瀬 進: YH営業収益				94		413

廣瀬 進: YH営業収益				91		403

廣瀬 進: YH営業収益				89		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,594

廣瀬 進: BC営業収益				100		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				89		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				85		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				76		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				74		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		99		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		98		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				97																																		←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						75,388 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																										（百万円） ヒャク マン エン

														商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.1%				1,871		9.0%		100		1,828		8.9%		98		1,828		8.8%		98		1,793		8.5%		96		1,823		8.7%		97

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.3%				2,363		11.4%		100		2,278		11.1%		96		2,289		11.0%		97		2,251		10.7%		95		2,086		9.9%		88

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		6.9%				1,428		6.9%		100		1,342		6.6%		94		1,320		6.3%		92		1,312		6.3%		92		1,340		6.4%		94

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.4%				916		4.4%		100		867		4.2%		95		859		4.1%		94		834		4.0%		91		824		3.9%		90

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.0%				5,709		27.5%		100		5,812		28.4%		102		6,011		28.8%		105		6,237		29.7%		109		6,168		29.3%		108

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		22.9%				4,995		24.1%		100		4,914		24.0%		98		5,175		24.8%		104		5,128		24.5%		103		5,441		25.9%		109

				ペット				1,492		7.2%				1,482		7.1%		100		1,473		7.2%		99		1,470		7.0%		99		1,459		7.0%		98		1,400		6.7%		94

				カー・レジャー				1,015		4.9%				999		4.8%		100		1,045		5.1%		105		1,082		5.2%		108		1,060		5.1%		106		1,065		5.1%		107

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%		100		693		3.4%		98		703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%		100		213		1.0%		72		136		0.7%		46		207		1.0%		70		202		1.0%		68

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		98%				20,766		100%		100		20,465		100%		99		20,873		100%		101		20,973		100%		101		21,033		100%		101



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)



				イエローハット				204						199				100		194				97		184				92		0				0		0				0

				ドラッグストアー				958						928				100		921				99		900				97		862				93		731				79

				ブックセンター				852						692				100		654				95		591				85		571				83		515				74



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450				100		23,091				98		23,411				100		23,254				99		23,116				99





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ				50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		16398493942		88		13349240225		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13351946034		33		15926717543		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		9548382997		15		11410816289		19

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39298822973		136		40686774057		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ				56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ				57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		63		8771713284		60		8606305193		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		48		16811985450		48		16987311592		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		22		13544436833		24		13954800541		25

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		133		39128135567		132		39548417326		131





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	





キャッシュ・フローの状況
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2016.2.29
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2019.2.28

2019.3.1～
2020.2.29

営業活動ＣＦ 367 1,405 946 919 1,931

投資活動ＣＦ -1,704 -891 -548 -1,600 -763

財務活動ＣＦ 965 -408 -540 678 -357

単位：百万円
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各事業の推移（年間推移）

12

　　　（百万円）

2008年2月期(47期） 2013年2月期(52期） 2018年2月期(57期） 2019年2月期(58期） 2020年2月期(59期）
売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数

台所・家庭用品 4,193 10.7% 100 3,797 9.5% 91 3,407 8.6% 81 3,403 8.6% 81 3,314 8.4% 79
日用消耗品 4,701 12.0% 100 4,429 11.0% 94 4,073 10.3% 87 3,815 9.7% 81 4,002 10.1% 85
電気パーツ・家電 4,126 10.6% 100 3,904 9.7% 95 3,296 8.3% 80 3,210 8.1% 78 3,063 7.7% 74
収納・インテリア 2,561 6.6% 100 1,901 4.7% 74 1,641 4.2% 64 1,628 4.1% 64 1,629 4.1% 64

園芸・農業用品 6,748 17.3% 100 8,966 22.3% 133 9,858 25.0% 146 9,923 25.2% 147 10,077 25.4% 149

資材・工具・ワーキング 8,827 22.6% 100 9,429 23.5% 107 9,992 25.3% 113 10,466 26.6% 119 10,499 26.5% 119

ペット 3,243 8.3% 100 3,043 7.6% 94 2,773 7.0% 86 2,666 6.8% 82 2,781 7.0% 86
カー・レジャー 2,082 5.3% 100 1,797 4.5% 86 1,834 4.6% 88 1,815 4.6% 87 1,799 4.5% 86
文　具 1,300 3.3% 100 1,377 3.4% 106 1,467 3.7% 113 1,445 3.7% 111 1,430 3.6% 110
灯　油 1,268 3.2% 100 1,476 3.7% 116 1,166 3.0% 92 1,027 2.6% 81 1,048 2.6% 83

 ホームセンター売上高 39,049 100% 100 40,119 100% 103 39,507 100% 101 39,398 100% 101 39,642 100% 102

 ホームセンター荒利益高(率) 10,677 (27.3%) 11,381 (28.4%) 11,559 (29.3%) 11,561 (29.3%) 11,508 (29.0%)

ドラッグストア 1,744 100 1,915 110 1,608 92 1,398 80 0 0
イエローハット 581 100 428 74 0 0 0 0 0 0
ブックセンター 2,386 100 1,892 79 1,172 49 1,081 45 1,032 43

営業収入 1,941 100 1,701 88 1,587 82 1,588 82 1,660 86

営業収益 45,749 100 46,165 101 43,925 96 43,512 95 42,376 92

2008年2月期(47期） 2013年2月期(52期） 2018年2月期(57期） 2019年2月期(58期） 2020年2月期(59期）
　Ｈ  Ｃ     店舗数   128   店   136   店   131   店   128   店   126   店
　 　　　　　売場面積 59,470 坪 71,056 坪 74,075 坪 74,322 坪 73,264 坪

 H C 1店 　 売上高  3.05億円  2.95億円  3.02億円  3.08億円  3.15億円
　　   　　　  荒利益高  0.83億円  0.84億円  0.88億円  0.91億円  0.91億円
　　   　　　  売場面積  465 坪  522 坪  565 坪  581 坪  581 坪


売上推移



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																										(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018年
3月 ネン ツキ		2018年
4月 ネン ツキ		2018年
5月 ネン ツキ		2018年
6月 ネン ツキ		2018年
7月 ネン ツキ		2018年
8月 ネン ツキ		2018年
9月 ネン ツキ		2018.3.1～
2018.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		104.1		100.1		92.1		98.9		106.8		101.4		100.1		100.3

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		104.4		100.3		92.5		98.5		106.3		100.8		98.9		100.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		101.5		100.0		92.5		96.1		101.4		99.0		96.4		98.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		101.6		100.1		92.7		95.8		100.9		98.1		95.1		97.6

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		102.6		100.1		99.6		102.9		105.2		102.4		103.8		102.4

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		102.7		100.2		99.8		102.8		105.3		102.7		104.0		102.5

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		102.9		99.5		92.2		98.1		105.0		99.9		98.7		99.3







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847		100		2,880		101		2,920		102		2,921		102		2,982		104

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502		108		508		109		487		105		473		102		489		105

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348		96		331		92		302		84		304		84		273		76

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394		97		1,393		97		1,386		96		1,368		95		1,379		96

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514		92		508		91		493		89		468		84		487		88

				リース料 リョウ		71		100		49		69		41		58		38		54		54		76		54		76

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105		113		120		129		156		168		128		138		127		137

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118		103		119		103		121		105		128		111		141		123

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234		106		238		108		238		108		237		107		240		109

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164		98		162		97		178		107		216		129		203		122

				その他 タ		485		100		479		99		512		106		490		101		469		97		530		109

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754		99		6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		102

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		90

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		99

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		99

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		142

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		81

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		117

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		101

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		114

				その他 タ		490		100		469		96		530		108

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		101







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		9月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット		0		0		4						4		0		4		0						0		0		0		0

				ドラッグストア		0		0		8						8		0		1		7						7		0		1		6

				ブックセンター		0		2		4						4		0		0		4						4		0		0		4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		7		142		0		1		142		1		5		138





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア						8						8				1		7						7				1		6

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		8		142		0		1		142		1		5		138





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×（参考)PP(事業別)_2019 (53期を100)



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%				4,044		10.0%				3,630		9.3%		100		3,562		9.2%		98		3,537		9.1%		97		3,490		8.9%		96		3,407		8.6%		94		3,403		8.6%		94

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%				4,655		11.5%				4,331		11.1%		100		4,289		11.0%		99		4,179		10.8%		96		4,174		10.7%		96		4,073		10.3%		94		3,815		9.7%		88

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%				4,199		10.3%				3,699		9.4%		100		3,535		9.1%		96		3,321		8.6%		90		3,228		8.3%		87		3,296		8.3%		89		3,210		8.1%		87

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%				2,096		5.2%				1,816		4.6%		100		1,766		4.5%		97		1,711		4.4%		94		1,688		4.3%		93		1,641		4.2%		90		1,628		4.1%		90



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%				8,412		20.7%				8,927		22.8%		100		9,045		23.3%		101		9,328		24.1%		104		9,665		24.7%		108		9,858		25.0%		110		9,923		25.2%		111

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%				8,950		22.1%				9,381		24.0%		100		9,446		24.3%		101		9,688		25.0%		103		9,908		25.3%		106		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		112

				ペット		3,088		7.6%				3,328		8.2%				2,875		7.3%		100		2,830		7.3%		98		2,840		7.3%		99		2,823		7.2%		98		2,773		7.0%		96		2,666		6.8%		93

				カー・レジャー		2,400		5.9%				1,973		4.9%				1,762		4.5%		100		1,740		4.5%		99		1,793		4.6%		102		1,847		4.7%		105		1,834		4.6%		104		1,815		4.6%		103

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%				1,509		3.7%				1,455		3.7%		100		1,472		3.8%		101		1,482		3.8%		102		1,486		3.8%		102		1,467		3.7%		101		1,445		3.7%		99

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%				1,420		3.5%				1,291		3.3%		100		1,196		3.1%		93		812		2.1%		63		777		2.0%		60		1,166		3.0%		90		1,027		2.6%		80



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%				40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%				39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				97		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				94		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				86		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上						433

廣瀬 進: YH総売上						447

廣瀬 進: YH総売上				100		421

廣瀬 進: YH総売上				94		407

廣瀬 進: YH総売上				91		397

廣瀬 進: YH総売上				89		0				0		0				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,587

廣瀬 進: BC総売上				100		1,409

廣瀬 進: BC総売上				89		1,346

廣瀬 進: BC総売上				85		1,209

廣瀬 進: BC総売上				76		1,172

廣瀬 進: BC総売上				74		1,081

廣瀬 進: BC総売上				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益						1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				97		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				94		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				86		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		437

廣瀬 進: YH営業収益						453

廣瀬 進: YH営業収益				100		426

廣瀬 進: YH営業収益				94		413

廣瀬 進: YH営業収益				91		403

廣瀬 進: YH営業収益				89		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,594

廣瀬 進: BC営業収益				100		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				89		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				85		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				76		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				74		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		99		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		98		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				97																																		←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						75,388 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																										（百万円） ヒャク マン エン

														商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.1%				1,871		9.0%		100		1,828		8.9%		98		1,828		8.8%		98		1,793		8.5%		96		1,823		8.7%		97

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.3%				2,363		11.4%		100		2,278		11.1%		96		2,289		11.0%		97		2,251		10.7%		95		2,086		9.9%		88

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		6.9%				1,428		6.9%		100		1,342		6.6%		94		1,320		6.3%		92		1,312		6.3%		92		1,340		6.4%		94

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.4%				916		4.4%		100		867		4.2%		95		859		4.1%		94		834		4.0%		91		824		3.9%		90

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.0%				5,709		27.5%		100		5,812		28.4%		102		6,011		28.8%		105		6,237		29.7%		109		6,168		29.3%		108

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		22.9%				4,995		24.1%		100		4,914		24.0%		98		5,175		24.8%		104		5,128		24.5%		103		5,441		25.9%		109

				ペット				1,492		7.2%				1,482		7.1%		100		1,473		7.2%		99		1,470		7.0%		99		1,459		7.0%		98		1,400		6.7%		94

				カー・レジャー				1,015		4.9%				999		4.8%		100		1,045		5.1%		105		1,082		5.2%		108		1,060		5.1%		106		1,065		5.1%		107

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%		100		693		3.4%		98		703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%		100		213		1.0%		72		136		0.7%		46		207		1.0%		70		202		1.0%		68

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		98%				20,766		100%		100		20,465		100%		99		20,873		100%		101		20,973		100%		101		21,033		100%		101



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)



				イエローハット				204						199				100		194				97		184				92		0				0		0				0

				ドラッグストアー				958						928				100		921				99		900				97		862				93		731				79

				ブックセンター				852						692				100		654				95		591				85		571				83		515				74



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450				100		23,091				98		23,411				100		23,254				99		23,116				99





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ				50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		16398493942		88		13349240225		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13351946034		33		15926717543		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		9548382997		15		11410816289		19

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39298822973		136		40686774057		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ				56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ				57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		63		8771713284		60		8606305193		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		48		16811985450		48		16987311592		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		22		13544436833		24		13954800541		25

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		133		39128135567		132		39548417326		131





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	
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ホームセンターの推移（規模別）

ホームセンター　規模別推移

(百万円、店)

42期(2003年2月期) 47期(2008年2月期) 52期(2013年2月期)

売上高 店舗数 売上高 店舗数 売上高 店舗数

400坪未満 24,656 108 15,403 77 11,424 68
400～800坪未満 13,153 29 13,344 34 16,467 47
800坪以上 9,489 14 10,407 17 12,327 21

ＨＣ合計 47,298 151 39,155 128 40,218 136

57期(2018年2月期) 58期(2019年2月期) 59期(2020年2月期)

売上高 店舗数 売上高 店舗数 売上高 店舗数

400坪未満 8,606 59 8,297 57 8,004 56
400～800坪未満 16,987 47 16,646 44 16,271 44
800坪以上 13,955 25 14,493 27 15,404 26

ＨＣ合計 39,548 131 39,436 128 39,679 126


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3				117.6

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7				117.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5				112.2

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1				111.8

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8				104.9

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7				104.8

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3				117.0







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末
店舗数 キカン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット		0		0		4		0		4		0						0						0						0

				ドラッグストア		0		0		8		0		1		7				7		0						0						0

				ブックセンター		0		2		4		0		0		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	





店舗数の推移

業態別店舗数
(店)

2015年2月末 ２０１５年３月 ～ ２０２０年２月 2020年2月末

　業　態
店 舗 数 新 店 閉 店 事業譲渡 店 舗 数

ホームセンター １３３ ７ １４ １２６

イエローハット ４ ４ ０

ドラッグストア ８ ２ ６ ０

ブックセンター ６ ２ ４

　　合　計 １５１ ７ １８ １０ １３０

　     　売　場　面　積
　　　　[㎡]  　　　　[坪]  

福知山店 (京都府福知山市) 2,676 809
大庭店 (島根県松江市) 4,220 1,277
古屋店 (和歌山県和歌山市) 2,607 789
豊栄店 (広島県東広島市) 2,606 788
北栄店 (鳥取県東伯郡北栄町) 2,926 885
安来店 (島根県安来市) 2,727 825
西舞鶴モール店 (京都府舞鶴市) 6,356 1,923 14


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







年度別店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





直近5年間店舗数(業態別)



																		業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ																																														(店) テン

														(店) テン						2015/2期 キ		2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ

						2015年2月末 ネン ツキ マツ		２０１５年３月 ～ ２０２０年２月 ネン ツキ ネン ツキ						2020年2月末 ネン ツキ マツ						2015.2.28		2015.3.1～
2016.2.29						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29

				　業　態 ゴウ タイ		店 舗 数 テン ホ スウ		新 店 シン テン		閉 店 ヘイ テン		事業譲渡 ジギョウ ジョウト		店 舗 数 テン ホ スウ				　業　態 ゴウ タイ		店舗数 テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		１３３		７		１４				１２６				ホームセンター		133		2		3		132		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126

				イエローハット		４						４		０				イエローハット		4						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア		８				２		６		０				ドラッグストア		8						8						8				1		7				7		0						0

				ブックセンター		６				２				４				ブックセンター		6						6				2		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		１５１		７		１８		１０		１３０				　　合　計 ゴウ ケイ		151		2		3		150		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130



										　     　売　場　面　積 ウリ バ メン セキ

										　　　　[㎡]  		　　　　[坪]   ツボ

						福知山店 (京都府福知山市) フクチヤマ テン キョウトフ フクチヤマ シ				2,676		809

						大庭店 (島根県松江市) オオバ テン シマネケン マツエ シ				4,220		1,277

						古屋店 (和歌山県和歌山市) コヤ テン ワカヤマ ケン ワカヤマ シ				2,607		789

						豊栄店 (広島県東広島市) トヨサカ テン ヒロシマ ケン ヒガシ ヒロシマ シ				2,606		788

						北栄店 (鳥取県東伯郡北栄町) ホクエイ テン トットリ ケン トウハク グン ホクエイ チョウ				2,926		885

						安来店 (島根県安来市) ヤスギ テン シマネケン ヤスギシ				2,727		825

						西舞鶴モール店 (京都府舞鶴市) ニシマイヅル テン キョウト フ マイヅル シ				6,356		1,923







西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年10月16日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/10/16) カブカ		946		1243		1763		3170

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		1.0570824524





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(2Q_BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ				2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ				2015.8.81現在 ゲンザイ		2016.8.31現在		2017.8.31現在 ゲンザイ		2018.8.31現在 ゲンザイ		2019.8.31現在 ゲンザイ		2020.8.31現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438				13591159		13879517		14148170		14347223		14821709		16348267

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212				1075190		805739		1067037		971959		1519956		3375747

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031				203504		163474		167555		169288		210752		291415

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936				11375445		11973670		11998640		12113272		12472015		12069893

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259				937020		936634		914938		1092704		618986		611212

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730				20592438		20481402		20193330		20853086		21253385		20482720

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040				15460033		15625429		15464623		16281519		16492189		15892530

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086				8538445		8681412		8542290		8436251		9416511		8979874

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029				6081868		6087434		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568				208216		86645		111660		257092		367321		315895

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357				631504		769938		761511		1574108		718680		607732

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474				736840		692864		740879		619774		650925		439834

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216				4395563		4163108		3987828		3951792		4110271		4150354

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732				11843682		11576958		12037901		12300096		13682088		13033422

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615				6773699		6970527		6984734		7052648		7342901		8151996

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000				900000		600000		800000		600000		1200000		0

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500				2039640		2167343		2279891		2367560		3295617		2405262

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617				2130343		1839088		1973276		2279888		1843570		2476164

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181				11820873		12020954		11343253		11951793		11612752		11979441

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854				8390827		8557070		7749337		8129077		7662290		8183914

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612				97143		60071		72703		231233		341790		281136

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934				2522184		2525691		2519047		2498152		2400535		2391280

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781				810719		878122		1002166		1093331		1208137		1123111

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913				23664556		23597912		23381154		24251889		25294841		25012864

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255				10519040		10763006		10960346		10948420		10780253		11818123

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255				4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241				3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361				2346139		2633807		2806055		2791643		2665036		3696284

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036				-114570		-115175		-115423		-115889		-115969		-116062

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566				63975		20878		46218		49170		7690		14405

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000



												23090.736						23410.779						23254.301						23116.854						22208.731						25893.561

												22258.131						22573.644						22431.378						22302.994						21351.475						24965.721

												669.602						730.738						678.936						500.926						436.502						1933.334

												606.353						677.33						636.187						482.409						411.305						1913.693





PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	



株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44120x1F		988		988		925		946		52,500		946

		reserved-44119x1F		997		997		965		974		39,000		974

		reserved-44118x1F		956		988		950		982		57,200		982

		reserved-44117x1F		985		1,012		945		950		94,500		950

		reserved-44116x1F		1,005		1,033		973		1,000		174,600		1,000

		reserved-44113x1F		1,080		1,115		1,071		1,095		116,300		1,095

		reserved-44112x1F		1,070		1,090		1,058		1,075		58,500		1,075

		reserved-44111x1F		1,081		1,083		1,048		1,051		47,400		1,051

		reserved-44110x1F		1,121		1,121		1,071		1,089		39,400		1,089

		reserved-44109x1F		1,108		1,134		1,088		1,120		65,100		1,120

		reserved-44106x1F		1,111		1,138		1,064		1,070		53,600		1,070

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,109		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,121		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,111		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,088		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,081		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,086		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,062		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		1,034		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		1,020		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		1,000		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		970		1,010		946		52500
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株価グラフ (2)

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		調整後終値*		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		313		317		313		600

		reserved-42613x1F		325		319		325		700

		reserved-42614x1F		325		321		325		200

		reserved-42615x1F		333		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		325		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		328		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		338		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		344		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		332		328		332		300

		reserved-42626x1F		340		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		325		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		322		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		322		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		320		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		331		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		330		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		340		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		334		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		344		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		349		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		345		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		345		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		349		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		335		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		345		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		339		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		337		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		333		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		339		337		339		400

		reserved-42663x1F		344		337		344		100

		reserved-42664x1F		369		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		353		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		353		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		351		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		348		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		349		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		352		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		359		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		360		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		362		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		361		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		355		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		364		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		370		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		390		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		380		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		388		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		380		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		382		363		382		200

		reserved-42698x1F		377		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		367		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		370		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		372		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		378		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		374		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		379		370		379		900

		reserved-42710x1F		382		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		384		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		395		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		395		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		395		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		381		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		380		380		380		700

		reserved-42720x1F		381		381		381		100

		reserved-42723x1F		380		382		380		800

		reserved-42724x1F		387		381		387		300

		reserved-42725x1F		387		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		381		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		387		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		387		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		389		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		393		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		392		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		394		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		406		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		404		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		403		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		483		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		563		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		519		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		547		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		536		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		529		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		529		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		548		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		551		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		552		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		570		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		578		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		578		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		586		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		581		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		579		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		587		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		587		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		583		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		582		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		587		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		588		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		607		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		618		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		649		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		647		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		657		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		659		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		659		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		660		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		679		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		630		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		598		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		597		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		597		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		590		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		576		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		564		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		559		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		565		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		572		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		573		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		574		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		575		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		570		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		567		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		569		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		572		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		562		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		556		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		558		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		550		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		540		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		541		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		544		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		554		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		548		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		540		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		532		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		528		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		536		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		547		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		555		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		535		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		537		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		540		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		573		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		576		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		569		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		575		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		567		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		565		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		571		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		571		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		572		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		569		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		570		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		578		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		579		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		578		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		583		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		590		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		585		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		585		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		582		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		580		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		580		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		583		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		580		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		576		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		575		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		571		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		565		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		562		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		570		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		565		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		569		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		576		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		574		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		578		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		571		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		568		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		570		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		575		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		573		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		574		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		565		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		566		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		560		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		558		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		558		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		558		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		562		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		572		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		592		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		604		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		648		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		630		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		615		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		605		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		608		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		600		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		589		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		589		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		588		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		587		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		590		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		587		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		587		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		580		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		581		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		582		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		601		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		598		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		600		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		597		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		596		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		597		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		594		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		590		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		588		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		589		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		589		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		587		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		594		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		595		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		595		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		595		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		599		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		590		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		590		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		590		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		603		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		596		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		593		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		587		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		599		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		599		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		601		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		599		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		601		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		597		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		603		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		605		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		604		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		609		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		614		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		630		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		628		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		634		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		649		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		644		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		647		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		654		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		654		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		642		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		642		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		640		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		640		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		637		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		632		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		630		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		627		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		641		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		647		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		646		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		648		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		652		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		652		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		655		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		655		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		668		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		669		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		674		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		679		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		686		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		695		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		691		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		694		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		688		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		702		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		700		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		702		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		702		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		700		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		707		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		723		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		767		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		770		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		787		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		845		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		859		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		1,009		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		995		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		1,022		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		988		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		972		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		972		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		968		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		900		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		910		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		882		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		885		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		884		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		899		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		891		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		870		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		891		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		912		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		941		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		951		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		980		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		995		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		989		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		978		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		984		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		969		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		975		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		986		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		976		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		982		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		990		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		988		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		992		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		994		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		986		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		993		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		997		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		998		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		996		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		989		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		839		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		884		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		931		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		901		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		912		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		940		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		931		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		937		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		940		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		950		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		955		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		942		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		940		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		895		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		891		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		893		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		872		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		864		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		845		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		843		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		830		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		834		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		836		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		827		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		831		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		827		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		826		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		825		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		810		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		793		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		783		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		751		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		746		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		746		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		760		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		800		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		795		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		772		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		771		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		781		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		800		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		788		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		797		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		800		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		799		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		777		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		763		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		763		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		763		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		772		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		757		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		756		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		752		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		752		773		752		500

		reserved-43215x1F		753		772		753		500

		reserved-43216x1F		752		771		752		500

		reserved-43217x1F		762		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		758		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		757		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		760		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		762		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		764		769		764		900

		reserved-43230x1F		768		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		758		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		760		768		760		800

		reserved-43235x1F		765		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		759		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		756		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		756		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		752		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		758		759		758		600

		reserved-43243x1F		753		759		753		300

		reserved-43244x1F		750		758		750		700

		reserved-43245x1F		750		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		749		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		749		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		743		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		746		756		746		800

		reserved-43252x1F		741		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		753		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		748		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		762		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		750		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		744		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		745		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		746		752		746		800

		reserved-43265x1F		748		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		747		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		741		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		732		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		734		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		734		747		734		600

		reserved-43273x1F		733		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		736		745		736		800

		reserved-43277x1F		721		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		724		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		730		741		730		500

		reserved-43283x1F		722		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		732		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		720		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		722		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		717		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		725		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		720		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		724		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		714		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		719		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		705		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		703		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		687		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		685		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		677		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		683		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		693		716		693		900

		reserved-43307x1F		693		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		688		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		687		710		687		700

		reserved-43312x1F		691		708		691		800

		reserved-43313x1F		687		707		687		900

		reserved-43314x1F		686		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		667		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		661		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		660		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		663		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		668		693		668		900

		reserved-43322x1F		674		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		664		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		661		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		668		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		665		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		660		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		660		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		654		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		654		673		654		600

		reserved-43335x1F		646		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		653		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		653		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		655		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		665		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		655		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		647		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		645		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		639		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		630		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		615		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		620		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		610		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		609		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		600		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		603		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		597		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		604		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		598		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		604		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		606		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		618		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		637		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		640		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		648		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		645		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		647		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		650		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		645		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		645		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		637		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		623		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		617		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		620		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		628		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		630		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		645		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		656		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		651		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		637		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		636		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		631		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		623		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		635		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		644		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		651		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		650		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		642		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		650		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		650		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		642		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		645		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		640		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		643		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		647		639		647		800

		reserved-43423x1F		642		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		640		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		636		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		639		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		630		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		634		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		633		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		627		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		635		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		626		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		621		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		621		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		619		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		618		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		601		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		596		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		591		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		581		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		533		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		480		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		503		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		533		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		542		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		545		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		550		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		552		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		564		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		567		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		566		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		572		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		571		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		574		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		578		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		587		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		607		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		610		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		604		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		607		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		610		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		609		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		606		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		605		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		596		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		596		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		598		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		603		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		602		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		603		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		600		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		602		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		603		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		603		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		601		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		603		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		590		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		554		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		556		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		560		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		556		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		549		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		548		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		542		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		540		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		531		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		525		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		517		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		521		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		515		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		510		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		515		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		507		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		502		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		496		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		498		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		497		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		503		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		500		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		498		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		498		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		501		513		501		700

		reserved-43564x1F		509		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		516		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		516		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		514		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		505		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		501		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		502		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		512		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		502		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		500		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		506		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		506		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		502		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		502		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		505		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		500		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		499		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		499		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		499		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		497		504		497		900

		reserved-43608x1F		496		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		495		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		491		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		492		501		492		800

		reserved-43614x1F		491		500		491		900

		reserved-43615x1F		494		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		488		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		489		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		497		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		503		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		506		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		514		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		509		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		501		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		502		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		503		499		503		600

		reserved-43630x1F		506		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		505		499		505		700

		reserved-43634x1F		501		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		502		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		506		500		506		500

		reserved-43637x1F		506		500		506		700

		reserved-43640x1F		508		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		503		501		503		200

		reserved-43643x1F		507		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		504		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		506		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		503		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		508		504		508		900

		reserved-43651x1F		511		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		529		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		509		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		510		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		507		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		508		507		508		900

		reserved-43663x1F		507		507		507		500

		reserved-43664x1F		502		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		503		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		504		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		505		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		503		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		502		507		502		500

		reserved-43677x1F		504		507		504		200

		reserved-43678x1F		502		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		500		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		491		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		497		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		496		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		499		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		500		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		500		503		500		900

		reserved-43692x1F		500		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		506		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		507		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		501		502		501		700

		reserved-43699x1F		500		501		500		700

		reserved-43700x1F		500		501		500		300

		reserved-43703x1F		500		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		496		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		497		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		499		500		499		700

		reserved-43707x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		502		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		500		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		503		500		503		900

		reserved-43717x1F		505		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		505		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		508		501		508		700

		reserved-43720x1F		502		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		505		502		505		400

		reserved-43728x1F		504		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		503		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		507		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		510		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		508		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		511		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		518		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		517		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		519		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		520		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		524		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		524		509		524		700

		reserved-43748x1F		528		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		530		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		513		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		512		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		512		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		518		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		515		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		523		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		522		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		527		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		531		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		546		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		533		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		535		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		539		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		540		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		545		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		545		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		544		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		547		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		549		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		548		532		548		900

		reserved-43788x1F		551		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		554		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		556		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		557		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		557		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		555		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		554		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		554		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		551		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		557		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		558		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		556		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		558		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		558		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		565		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		565		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		561		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		560		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		563		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		562		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		557		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		557		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		555		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		546		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		550		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		549		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		558		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		566		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		565		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		566		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		566		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		574		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		578		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		570		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		570		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		578		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		579		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		576		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		579		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		576		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		575		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		570		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		572		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		571		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		569		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		557		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		551		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		550		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		554		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		559		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		560		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		564		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		561		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		559		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		560		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		541		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		536		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		531		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		528		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		513		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		501		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		474		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		416		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		425		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		426		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		428		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		433		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		411		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		386		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		368		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		377		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		359		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		320		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		323		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		322		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		327		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		347		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		364		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		383		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		397		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		411		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		403		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		405		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		413		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		412		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		413		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		406		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		407		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		411		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		412		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		443		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		433		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		438		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		445		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		435		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		435		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		451		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		480		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		505		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		547		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		547		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		546		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		527		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		520		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		511		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		507		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		501		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		505		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		502		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		492		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		475		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		473		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		476		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		482		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		493		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		485		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		491		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		497		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		500		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		510		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		507		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		506		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		511		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		513		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		513		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		519		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		510		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		498		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		497		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		484		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		495		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		504		497		504		900

		reserved-44001x1F		502		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		505		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		517		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		510		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		510		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		514		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		614		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		576		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		591		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		551		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		601		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		624		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		694		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		760		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		748		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		718		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		714		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		753		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		723		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		688		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		708		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		720		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		722		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		744		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		742		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		738		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		754		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		698		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		742		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		732		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		741		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		747		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		736		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		741		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		776		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		819		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		812		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		816		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		810		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		809		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		786		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		796		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		815		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		821		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		838		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		840		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		785		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		833		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		860		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		889		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		880		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		903		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		919		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		906		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		890		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		872		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		869		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		899		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		897		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		918		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		909		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		987		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		1,136		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,053		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,060		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,140		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,167		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,110		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,070		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,120		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,089		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,051		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,075		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,095		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,000		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		950		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		982		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		974		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		946		1,010		946		52500
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売上推移

売上高前年比推移
(%)

2019/2期 2020/2期 2021/2期

2018 .3 .1～

2019 .2 .28

2019 .3 .1～

2020 .2 .29

2020年

3月

2020年

4月

2020年

5月

2020年

6月

2020年

7月

2020年

8月

2020年

9月

2020 .3 .1～

2020 .9 .30

HC既存店 100.1 100.0 107.8 113.0 125.9 125.3 111.5 121.3 93.8 113.9

HC全店 99.7 100.6 106.7 112.1 123.9 125.8 111.8 121.7 94.2 113.6

HC既存店 98.4 98.8 110.3 113.0 116.8 112.1 105.8 113.5 103.7 111.0

HC全店 97.8 98.5 108.9 112.1 115.5 112.7 106.3 114.1 104.2 110.7

HC既存店 101.7 101.2 97.8 100.0 107.8 111.8 105.4 106.8 90.4 102.7

HC全店 101.9 102.1 98.0 100.0 107.3 111.6 105.2 106.7 90.4 102.6

売上高 全店舗 99.0 97.2 106.7 112.2 124.0 125.1 111.7 121.3 94.1 113.4

前　年　月　別
2019年

3月

2019年

4月

2019年

5月

2019年

6月

2019年

7月

2019年

8月

2019年

9月

2019 .3 .1～

2019 .9 .30

売上高 HC全店 95.7 97.5 108.6 100.3 89.9 102.9 128.4 102.7

売上高

客数

客単価


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4



				前　年　月　別 ゼン ネン ツキ ベツ				2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28						2019年
3月 ネン ツキ		2019年
4月 ネン ツキ		2019年
5月 ネン ツキ		2019年
6月 ネン ツキ		2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019.3.1～
2019.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC全店 ゼンテン		101.0		101.1						95.7		97.5		108.6		100.3		89.9		102.9		128.4		102.7





販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







年度別店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





直近5年間店舗数(業態別)



																		業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ																																														(店) テン

														(店) テン						2015/2期 キ		2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ

						2015年2月末 ネン ツキ マツ		２０１５年３月 ～ ２０２０年２月 ネン ツキ ネン ツキ						2020年2月末 ネン ツキ マツ						2015.2.28		2015.3.1～
2016.2.29						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29

				　業　態 ゴウ タイ		店 舗 数 テン ホ スウ		新 店 シン テン		閉 店 ヘイ テン		事業譲渡 ジギョウ ジョウト		店 舗 数 テン ホ スウ				　業　態 ゴウ タイ		店舗数 テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		１３３		７		１４				１２６				ホームセンター		133		2		3		132		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126

				イエローハット		４						４		０				イエローハット		4						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア		８				２		６		０				ドラッグストア		8						8						8				1		7				7		0						0

				ブックセンター		６				２				４				ブックセンター		6						6				2		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		１５１		７		１８		１０		１３０				　　合　計 ゴウ ケイ		151		2		3		150		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130



										　     　売　場　面　積 ウリ バ メン セキ

										　　　　[㎡]  		　　　　[坪]   ツボ

						福知山店 (京都府福知山市) フクチヤマ テン キョウトフ フクチヤマ シ				2,676		809

						大庭店 (島根県松江市) オオバ テン シマネケン マツエ シ				4,220		1,277

						古屋店 (和歌山県和歌山市) コヤ テン ワカヤマ ケン ワカヤマ シ				2,607		789

						豊栄店 (広島県東広島市) トヨサカ テン ヒロシマ ケン ヒガシ ヒロシマ シ				2,606		788

						北栄店 (鳥取県東伯郡北栄町) ホクエイ テン トットリ ケン トウハク グン ホクエイ チョウ				2,926		885

						安来店 (島根県安来市) ヤスギ テン シマネケン ヤスギシ				2,727		825

						西舞鶴モール店 (京都府舞鶴市) ニシマイヅル テン キョウト フ マイヅル シ				6,356		1,923







西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年10月16日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/10/16) カブカ		946		1243		1763		3170

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		1.0570824524





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(2Q_BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ				2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ				2015.8.81現在 ゲンザイ		2016.8.31現在		2017.8.31現在 ゲンザイ		2018.8.31現在 ゲンザイ		2019.8.31現在 ゲンザイ		2020.8.31現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438				13591159		13879517		14148170		14347223		14821709		16348267

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212				1075190		805739		1067037		971959		1519956		3375747

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031				203504		163474		167555		169288		210752		291415

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936				11375445		11973670		11998640		12113272		12472015		12069893

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259				937020		936634		914938		1092704		618986		611212

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730				20592438		20481402		20193330		20853086		21253385		20482720

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040				15460033		15625429		15464623		16281519		16492189		15892530

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086				8538445		8681412		8542290		8436251		9416511		8979874

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029				6081868		6087434		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568				208216		86645		111660		257092		367321		315895

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357				631504		769938		761511		1574108		718680		607732

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474				736840		692864		740879		619774		650925		439834

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216				4395563		4163108		3987828		3951792		4110271		4150354

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732				11843682		11576958		12037901		12300096		13682088		13033422

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615				6773699		6970527		6984734		7052648		7342901		8151996

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000				900000		600000		800000		600000		1200000		0

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500				2039640		2167343		2279891		2367560		3295617		2405262

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617				2130343		1839088		1973276		2279888		1843570		2476164

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181				11820873		12020954		11343253		11951793		11612752		11979441

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854				8390827		8557070		7749337		8129077		7662290		8183914

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612				97143		60071		72703		231233		341790		281136

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934				2522184		2525691		2519047		2498152		2400535		2391280

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781				810719		878122		1002166		1093331		1208137		1123111

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913				23664556		23597912		23381154		24251889		25294841		25012864

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255				10519040		10763006		10960346		10948420		10780253		11818123

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255				4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241				3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361				2346139		2633807		2806055		2791643		2665036		3696284

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036				-114570		-115175		-115423		-115889		-115969		-116062

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566				63975		20878		46218		49170		7690		14405

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000



												23090.736						23410.779						23254.301						23116.854						22208.731						25893.561

												22258.131						22573.644						22431.378						22302.994						21351.475						24965.721

												669.602						730.738						678.936						500.926						436.502						1933.334

												606.353						677.33						636.187						482.409						411.305						1913.693





PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	



株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44120x1F		988		988		925		946		52,500		946

		reserved-44119x1F		997		997		965		974		39,000		974

		reserved-44118x1F		956		988		950		982		57,200		982

		reserved-44117x1F		985		1,012		945		950		94,500		950

		reserved-44116x1F		1,005		1,033		973		1,000		174,600		1,000

		reserved-44113x1F		1,080		1,115		1,071		1,095		116,300		1,095

		reserved-44112x1F		1,070		1,090		1,058		1,075		58,500		1,075

		reserved-44111x1F		1,081		1,083		1,048		1,051		47,400		1,051

		reserved-44110x1F		1,121		1,121		1,071		1,089		39,400		1,089

		reserved-44109x1F		1,108		1,134		1,088		1,120		65,100		1,120

		reserved-44106x1F		1,111		1,138		1,064		1,070		53,600		1,070

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,109		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,121		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,111		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,088		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,081		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,086		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,062		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		1,034		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		1,020		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		1,000		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		970		1,010		946		52500
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株価グラフ (2)

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		調整後終値*		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		313		317		313		600

		reserved-42613x1F		325		319		325		700

		reserved-42614x1F		325		321		325		200

		reserved-42615x1F		333		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		325		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		328		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		338		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		344		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		332		328		332		300

		reserved-42626x1F		340		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		325		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		322		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		322		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		320		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		331		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		330		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		340		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		334		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		344		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		349		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		345		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		345		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		349		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		335		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		345		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		339		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		337		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		333		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		339		337		339		400

		reserved-42663x1F		344		337		344		100

		reserved-42664x1F		369		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		353		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		353		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		351		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		348		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		349		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		352		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		359		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		360		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		362		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		361		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		355		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		364		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		370		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		390		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		380		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		388		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		380		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		382		363		382		200

		reserved-42698x1F		377		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		367		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		370		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		372		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		378		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		374		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		379		370		379		900

		reserved-42710x1F		382		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		384		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		395		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		395		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		395		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		381		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		380		380		380		700

		reserved-42720x1F		381		381		381		100

		reserved-42723x1F		380		382		380		800

		reserved-42724x1F		387		381		387		300

		reserved-42725x1F		387		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		381		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		387		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		387		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		389		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		393		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		392		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		394		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		406		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		404		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		403		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		483		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		563		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		519		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		547		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		536		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		529		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		529		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		548		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		551		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		552		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		570		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		578		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		578		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		586		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		581		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		579		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		587		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		587		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		583		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		582		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		587		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		588		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		607		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		618		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		649		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		647		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		657		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		659		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		659		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		660		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		679		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		630		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		598		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		597		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		597		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		590		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		576		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		564		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		559		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		565		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		572		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		573		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		574		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		575		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		570		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		567		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		569		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		572		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		562		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		556		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		558		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		550		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		540		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		541		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		544		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		554		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		548		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		540		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		532		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		528		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		536		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		547		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		555		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		535		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		537		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		540		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		573		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		576		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		569		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		575		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		567		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		565		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		571		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		571		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		572		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		569		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		570		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		578		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		579		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		578		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		583		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		590		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		585		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		585		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		582		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		580		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		580		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		583		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		580		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		576		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		575		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		571		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		565		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		562		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		570		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		565		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		569		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		576		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		574		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		578		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		571		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		568		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		570		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		575		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		573		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		574		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		565		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		566		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		560		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		558		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		558		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		558		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		562		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		572		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		592		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		604		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		648		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		630		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		615		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		605		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		608		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		600		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		589		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		589		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		588		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		587		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		590		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		587		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		587		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		580		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		581		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		582		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		601		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		598		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		600		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		597		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		596		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		597		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		594		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		590		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		588		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		589		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		589		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		587		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		594		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		595		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		595		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		595		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		599		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		590		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		590		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		590		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		603		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		596		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		593		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		587		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		599		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		599		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		601		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		599		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		601		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		597		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		603		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		605		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		604		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		609		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		614		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		630		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		628		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		634		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		649		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		644		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		647		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		654		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		654		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		642		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		642		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		640		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		640		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		637		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		632		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		630		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		627		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		641		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		647		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		646		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		648		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		652		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		652		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		655		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		655		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		668		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		669		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		674		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		679		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		686		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		695		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		691		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		694		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		688		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		702		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		700		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		702		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		702		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		700		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		707		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		723		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		767		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		770		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		787		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		845		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		859		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		1,009		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		995		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		1,022		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		988		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		972		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		972		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		968		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		900		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		910		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		882		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		885		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		884		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		899		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		891		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		870		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		891		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		912		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		941		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		951		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		980		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		995		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		989		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		978		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		984		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		969		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		975		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		986		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		976		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		982		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		990		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		988		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		992		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		994		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		986		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		993		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		997		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		998		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		996		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		989		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		839		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		884		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		931		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		901		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		912		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		940		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		931		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		937		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		940		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		950		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		955		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		942		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		940		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		895		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		891		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		893		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		872		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		864		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		845		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		843		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		830		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		834		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		836		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		827		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		831		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		827		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		826		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		825		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		810		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		793		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		783		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		751		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		746		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		746		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		760		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		800		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		795		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		772		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		771		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		781		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		800		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		788		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		797		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		800		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		799		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		777		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		763		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		763		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		763		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		772		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		757		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		756		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		752		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		752		773		752		500

		reserved-43215x1F		753		772		753		500

		reserved-43216x1F		752		771		752		500

		reserved-43217x1F		762		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		758		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		757		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		760		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		762		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		764		769		764		900

		reserved-43230x1F		768		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		758		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		760		768		760		800

		reserved-43235x1F		765		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		759		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		756		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		756		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		752		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		758		759		758		600

		reserved-43243x1F		753		759		753		300

		reserved-43244x1F		750		758		750		700

		reserved-43245x1F		750		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		749		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		749		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		743		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		746		756		746		800

		reserved-43252x1F		741		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		753		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		748		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		762		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		750		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		744		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		745		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		746		752		746		800

		reserved-43265x1F		748		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		747		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		741		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		732		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		734		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		734		747		734		600

		reserved-43273x1F		733		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		736		745		736		800

		reserved-43277x1F		721		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		724		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		730		741		730		500

		reserved-43283x1F		722		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		732		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		720		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		722		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		717		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		725		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		720		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		724		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		714		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		719		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		705		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		703		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		687		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		685		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		677		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		683		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		693		716		693		900

		reserved-43307x1F		693		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		688		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		687		710		687		700

		reserved-43312x1F		691		708		691		800

		reserved-43313x1F		687		707		687		900

		reserved-43314x1F		686		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		667		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		661		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		660		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		663		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		668		693		668		900

		reserved-43322x1F		674		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		664		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		661		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		668		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		665		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		660		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		660		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		654		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		654		673		654		600

		reserved-43335x1F		646		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		653		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		653		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		655		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		665		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		655		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		647		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		645		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		639		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		630		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		615		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		620		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		610		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		609		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		600		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		603		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		597		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		604		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		598		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		604		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		606		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		618		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		637		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		640		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		648		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		645		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		647		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		650		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		645		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		645		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		637		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		623		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		617		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		620		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		628		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		630		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		645		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		656		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		651		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		637		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		636		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		631		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		623		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		635		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		644		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		651		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		650		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		642		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		650		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		650		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		642		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		645		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		640		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		643		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		647		639		647		800

		reserved-43423x1F		642		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		640		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		636		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		639		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		630		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		634		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		633		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		627		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		635		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		626		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		621		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		621		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		619		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		618		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		601		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		596		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		591		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		581		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		533		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		480		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		503		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		533		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		542		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		545		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		550		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		552		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		564		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		567		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		566		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		572		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		571		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		574		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		578		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		587		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		607		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		610		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		604		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		607		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		610		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		609		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		606		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		605		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		596		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		596		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		598		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		603		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		602		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		603		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		600		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		602		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		603		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		603		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		601		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		603		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		590		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		554		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		556		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		560		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		556		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		549		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		548		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		542		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		540		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		531		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		525		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		517		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		521		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		515		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		510		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		515		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		507		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		502		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		496		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		498		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		497		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		503		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		500		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		498		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		498		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		501		513		501		700

		reserved-43564x1F		509		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		516		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		516		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		514		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		505		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		501		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		502		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		512		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		502		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		500		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		506		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		506		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		502		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		502		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		505		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		500		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		499		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		499		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		499		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		497		504		497		900

		reserved-43608x1F		496		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		495		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		491		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		492		501		492		800

		reserved-43614x1F		491		500		491		900

		reserved-43615x1F		494		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		488		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		489		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		497		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		503		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		506		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		514		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		509		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		501		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		502		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		503		499		503		600

		reserved-43630x1F		506		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		505		499		505		700

		reserved-43634x1F		501		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		502		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		506		500		506		500

		reserved-43637x1F		506		500		506		700

		reserved-43640x1F		508		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		503		501		503		200

		reserved-43643x1F		507		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		504		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		506		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		503		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		508		504		508		900

		reserved-43651x1F		511		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		529		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		509		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		510		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		507		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		508		507		508		900

		reserved-43663x1F		507		507		507		500

		reserved-43664x1F		502		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		503		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		504		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		505		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		503		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		502		507		502		500

		reserved-43677x1F		504		507		504		200

		reserved-43678x1F		502		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		500		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		491		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		497		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		496		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		499		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		500		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		500		503		500		900

		reserved-43692x1F		500		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		506		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		507		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		501		502		501		700

		reserved-43699x1F		500		501		500		700

		reserved-43700x1F		500		501		500		300

		reserved-43703x1F		500		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		496		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		497		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		499		500		499		700

		reserved-43707x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		502		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		500		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		503		500		503		900

		reserved-43717x1F		505		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		505		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		508		501		508		700

		reserved-43720x1F		502		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		505		502		505		400

		reserved-43728x1F		504		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		503		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		507		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		510		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		508		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		511		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		518		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		517		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		519		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		520		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		524		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		524		509		524		700

		reserved-43748x1F		528		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		530		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		513		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		512		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		512		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		518		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		515		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		523		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		522		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		527		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		531		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		546		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		533		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		535		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		539		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		540		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		545		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		545		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		544		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		547		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		549		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		548		532		548		900

		reserved-43788x1F		551		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		554		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		556		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		557		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		557		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		555		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		554		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		554		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		551		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		557		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		558		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		556		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		558		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		558		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		565		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		565		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		561		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		560		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		563		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		562		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		557		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		557		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		555		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		546		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		550		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		549		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		558		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		566		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		565		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		566		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		566		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		574		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		578		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		570		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		570		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		578		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		579		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		576		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		579		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		576		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		575		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		570		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		572		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		571		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		569		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		557		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		551		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		550		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		554		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		559		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		560		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		564		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		561		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		559		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		560		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		541		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		536		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		531		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		528		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		513		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		501		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		474		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		416		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		425		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		426		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		428		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		433		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		411		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		386		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		368		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		377		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		359		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		320		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		323		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		322		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		327		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		347		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		364		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		383		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		397		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		411		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		403		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		405		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		413		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		412		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		413		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		406		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		407		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		411		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		412		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		443		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		433		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		438		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		445		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		435		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		435		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		451		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		480		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		505		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		547		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		547		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		546		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		527		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		520		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		511		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		507		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		501		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		505		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		502		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		492		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		475		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		473		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		476		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		482		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		493		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		485		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		491		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		497		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		500		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		510		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		507		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		506		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		511		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		513		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		513		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		519		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		510		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		498		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		497		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		484		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		495		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		504		497		504		900

		reserved-44001x1F		502		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		505		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		517		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		510		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		510		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		514		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		614		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		576		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		591		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		551		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		601		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		624		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		694		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		760		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		748		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		718		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		714		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		753		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		723		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		688		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		708		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		720		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		722		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		744		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		742		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		738		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		754		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		698		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		742		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		732		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		741		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		747		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		736		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		741		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		776		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		819		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		812		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		816		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		810		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		809		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		786		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		796		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		815		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		821		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		838		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		840		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		785		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		833		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		860		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		889		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		880		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		903		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		919		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		906		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		890		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		872		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		869		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		899		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		897		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		918		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		909		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		987		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		1,136		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,053		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,060		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,140		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,167		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,110		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,070		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,120		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,089		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,051		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,075		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,095		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,000		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		950		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		982		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		974		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		946		1,010		946		52500
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第２四半期の損益状況（1）

2016年
2月期

2017年
2月期

2018年
2月期

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期

2015.3.1
～

2015.8.31

2016.3.1
～

2016.8.31

2017.3.1
～

2017.8.31

2018.3.1
～

2018.8.31

2019.3.1
～

2019.8.31

2020.3.1
～

2020.8.31
増減率

営業収益 23,090 23,410 23,254 23,116 22,208 25,893 +16.5%

売上高 22,258 22,573 22,431 22,302 21,351 24,965 +16.9%

売上総利益 6,648 6,703 6,622 6,592 6,259 7,498 +19.7%

営業収入 833 837 822 813 857 927 +8.2%

営業総利益 7,481 7,540 7,445 7,406 7,116 8,426 +18.3%

販売費及び一般管理費 6,812 6,809 6,766 6,905 6,680 6,492 -2.9%

営業利益 669 730 678 500 436 1,933 +343%

経常利益 606 677 636 482 411 1,913 +365%

四半期純利益 313 420 434 294 256 1,281 +400%

単位：百万円
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第２四半期の損益状況（2）
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第２四半期の損益状況（3）
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販管費の推移(第２四半期累計)
(単位:百万円)

2019/2期 2020/2期 2021/2期
2018 .3 .1～

2018 .8 .31
指数

2019 .3 .1～

2019 .8 .31
指数

2020 .3 .1～

2020 .8 .31
指数

人件費 2,982 100 2,885 97 2,888 97

広告宣伝費 489 100 463 95 340 70

水道光熱費 273 100 256 94 222 81

賃借料 1,379 100 1,305 95 1,269 92

減価償却費 487 100 573 118 575 118

リース料 54 100 63 117 67 124

消耗品費 127 100 104 82 96 76

支払手数料 141 100 147 104 152 108

配送業務委託料 240 100 239 100 257 107

租税公課・事業税 203 100 199 98 219 108

その他 530 100 446 84 408 77

販管費合計 6,905 100 6,680 97 6,493 94


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3				117.6

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7				117.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5				112.2

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1				111.8

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8				104.9

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7				104.8

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3				117.0







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		9月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット		0		0		4						4		0		4		0						0		0		0		0

				ドラッグストア		0		0		8						8		0		1		7						7		0		1		6

				ブックセンター		0		2		4						4		0		0		4						4		0		0		4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		7		142		0		1		142		1		5		138





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ												2018/2期 キ												2019/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2016.9.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2017.9.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2018.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末の
店舗数 キ カン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132						132		1		2		131				1		131		1		4		128

				イエローハット						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア						8						8				1		7						7				1		6

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		0		0		148		1		8		142		0		1		142		1		5		138





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×（参考)PP(事業別)_2019 (53期を100)



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%				4,044		10.0%				3,630		9.3%		100		3,562		9.2%		98		3,537		9.1%		97		3,490		8.9%		96		3,407		8.6%		94		3,403		8.6%		94

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%				4,655		11.5%				4,331		11.1%		100		4,289		11.0%		99		4,179		10.8%		96		4,174		10.7%		96		4,073		10.3%		94		3,815		9.7%		88

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%				4,199		10.3%				3,699		9.4%		100		3,535		9.1%		96		3,321		8.6%		90		3,228		8.3%		87		3,296		8.3%		89		3,210		8.1%		87

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%				2,096		5.2%				1,816		4.6%		100		1,766		4.5%		97		1,711		4.4%		94		1,688		4.3%		93		1,641		4.2%		90		1,628		4.1%		90



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%				8,412		20.7%				8,927		22.8%		100		9,045		23.3%		101		9,328		24.1%		104		9,665		24.7%		108		9,858		25.0%		110		9,923		25.2%		111

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%				8,950		22.1%				9,381		24.0%		100		9,446		24.3%		101		9,688		25.0%		103		9,908		25.3%		106		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		112

				ペット		3,088		7.6%				3,328		8.2%				2,875		7.3%		100		2,830		7.3%		98		2,840		7.3%		99		2,823		7.2%		98		2,773		7.0%		96		2,666		6.8%		93

				カー・レジャー		2,400		5.9%				1,973		4.9%				1,762		4.5%		100		1,740		4.5%		99		1,793		4.6%		102		1,847		4.7%		105		1,834		4.6%		104		1,815		4.6%		103

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%				1,509		3.7%				1,455		3.7%		100		1,472		3.8%		101		1,482		3.8%		102		1,486		3.8%		102		1,467		3.7%		101		1,445		3.7%		99

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%				1,420		3.5%				1,291		3.3%		100		1,196		3.1%		93		812		2.1%		63		777		2.0%		60		1,166		3.0%		90		1,027		2.6%		80



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%				40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%				39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				97		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				94		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				86		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上						433

廣瀬 進: YH総売上						447

廣瀬 進: YH総売上				100		421

廣瀬 進: YH総売上				94		407

廣瀬 進: YH総売上				91		397

廣瀬 進: YH総売上				89		0				0		0				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,587

廣瀬 進: BC総売上				100		1,409

廣瀬 進: BC総売上				89		1,346

廣瀬 進: BC総売上				85		1,209

廣瀬 進: BC総売上				76		1,172

廣瀬 進: BC総売上				74		1,081

廣瀬 進: BC総売上				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益						1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				97		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				94		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				86		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				74

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		437

廣瀬 進: YH営業収益						453

廣瀬 進: YH営業収益				100		426

廣瀬 進: YH営業収益				94		413

廣瀬 進: YH営業収益				91		403

廣瀬 進: YH営業収益				89		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)						1,594

廣瀬 進: BC営業収益				100		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				89		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				85		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				76		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				74		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				68

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入						1,673

廣瀬 進: 営業収入				100		1,640

廣瀬 進: 営業収入				98		1,644

廣瀬 進: 営業収入				98		1,613

廣瀬 進: 営業収入				96		1,587

廣瀬 進: 営業収入				95		1,588

廣瀬 進: 営業収入				95



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		99		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		98		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				97																																		←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						75,388 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																										（百万円） ヒャク マン エン

														商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.1%				1,871		9.0%		100		1,828		8.9%		98		1,828		8.8%		98		1,793		8.5%		96		1,823		8.7%		97

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.3%				2,363		11.4%		100		2,278		11.1%		96		2,289		11.0%		97		2,251		10.7%		95		2,086		9.9%		88

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		6.9%				1,428		6.9%		100		1,342		6.6%		94		1,320		6.3%		92		1,312		6.3%		92		1,340		6.4%		94

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.4%				916		4.4%		100		867		4.2%		95		859		4.1%		94		834		4.0%		91		824		3.9%		90

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.0%				5,709		27.5%		100		5,812		28.4%		102		6,011		28.8%		105		6,237		29.7%		109		6,168		29.3%		108

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		22.9%				4,995		24.1%		100		4,914		24.0%		98		5,175		24.8%		104		5,128		24.5%		103		5,441		25.9%		109

				ペット				1,492		7.2%				1,482		7.1%		100		1,473		7.2%		99		1,470		7.0%		99		1,459		7.0%		98		1,400		6.7%		94

				カー・レジャー				1,015		4.9%				999		4.8%		100		1,045		5.1%		105		1,082		5.2%		108		1,060		5.1%		106		1,065		5.1%		107

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%		100		693		3.4%		98		703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%		100		213		1.0%		72		136		0.7%		46		207		1.0%		70		202		1.0%		68

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		98%				20,766		100%		100		20,465		100%		99		20,873		100%		101		20,973		100%		101		21,033		100%		101



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)



				イエローハット				204						199				100		194				97		184				92		0				0		0				0

				ドラッグストアー				958						928				100		921				99		900				97		862				93		731				79

				ブックセンター				852						692				100		654				95		591				85		571				83		515				74



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450				100		23,091				98		23,411				100		23,254				99		23,116				99





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ				50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		16398493942		88		13349240225		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13351946034		33		15926717543		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		9548382997		15		11410816289		19

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39298822973		136		40686774057		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ				56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ				57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		63		8771713284		60		8606305193		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		48		16811985450		48		16987311592		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		22		13544436833		24		13954800541		25

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		133		39128135567		132		39548417326		131





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	





貸借対照表(第2四半期末)
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(単位：百万円)

貸借対照表 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期 2021/2期
2015.8.81現在 2016.8.31現在 2017.8.31現在 2018.8.31現在 2019.8.31現在 2020.8.31現在

流動資産 13,591 13,880 14,148 14,347 14,822 16,348
現金および預金 1,075 806 1,067 972 1,520 3,376
売掛金 204 163 168 169 211 291
商品 11,375 11,974 11,999 12,113 12,472 12,070
その他 937 937 915 1,093 619 611

固定資産 20,592 20,481 20,193 20,853 21,253 20,483
有形固定資産 15,460 15,625 15,465 16,282 16,492 15,893

建物等 8,538 8,681 8,542 8,436 9,417 8,980
土地 6,082 6,087 6,049 6,014 5,990 5,989
リース資産 208 87 112 257 367 316
その他 632 770 762 1,574 719 608

無形固定資産 737 693 741 620 651 440
投資その他の資産 4,396 4,163 3,988 3,952 4,110 4,150

繰延資産 0 0 0 0 0 0
資産合計 34,184 34,361 34,342 35,200 36,075 36,831

流動負債 11,844 11,577 12,038 12,300 13,682 13,033
支払手形・電子記録債務･買掛金 6,774 6,971 6,985 7,053 7,343 8,152
短期借入金 900 600 800 600 1,200 0
１年以内返済予定長期借入金 2,040 2,167 2,280 2,368 3,296 2,405
その他 2,130 1,839 1,973 2,280 1,844 2,476

固定負債 11,821 12,021 11,343 11,952 11,613 11,979
長期借入金 8,391 8,557 7,749 8,129 7,662 8,184
リース債務 97 60 73 231 342 281
退職給付引当金 2,522 2,526 2,519 2,498 2,401 2,391
その他 811 878 1,002 1,093 1,208 1,123

負債合計 23,665 23,598 23,381 24,252 25,295 25,013
純資産 10,519 10,763 10,960 10,948 10,780 11,818

資本金 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
資本剰余金 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999
利益剰余金 2,346 2,634 2,806 2,792 2,665 3,696
自己株式 -115 -115 -115 -116 -116 -116
その他 64 21 46 49 8 14

34,184 34,361 34,342 35,200 36,075 36,831負債および純資産合計


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/9/28) カブカ		1140		1221		2281		3485

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		0.8771929825





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(2Q_BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ				2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ				2015.8.81現在 ゲンザイ		2016.8.31現在		2017.8.31現在 ゲンザイ		2018.8.31現在 ゲンザイ		2019.8.31現在 ゲンザイ		2020.8.31現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438				13591159		13879517		14148170		14347223		14821709		16348267

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212				1075190		805739		1067037		971959		1519956		3375747

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031				203504		163474		167555		169288		210752		291415

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936				11375445		11973670		11998640		12113272		12472015		12069893

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259				937020		936634		914938		1092704		618986		611212

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730				20592438		20481402		20193330		20853086		21253385		20482720

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040				15460033		15625429		15464623		16281519		16492189		15892530

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086				8538445		8681412		8542290		8436251		9416511		8979874

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029				6081868		6087434		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568				208216		86645		111660		257092		367321		315895

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357				631504		769938		761511		1574108		718680		607732

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474				736840		692864		740879		619774		650925		439834

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216				4395563		4163108		3987828		3951792		4110271		4150354

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732				11843682		11576958		12037901		12300096		13682088		13033422

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615				6773699		6970527		6984734		7052648		7342901		8151996

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000				900000		600000		800000		600000		1200000		0

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500				2039640		2167343		2279891		2367560		3295617		2405262

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617				2130343		1839088		1973276		2279888		1843570		2476164

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181				11820873		12020954		11343253		11951793		11612752		11979441

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854				8390827		8557070		7749337		8129077		7662290		8183914

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612				97143		60071		72703		231233		341790		281136

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934				2522184		2525691		2519047		2498152		2400535		2391280

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781				810719		878122		1002166		1093331		1208137		1123111

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913				23664556		23597912		23381154		24251889		25294841		25012864

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255				10519040		10763006		10960346		10948420		10780253		11818123

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255				4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241				3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361				2346139		2633807		2806055		2791643		2665036		3696284

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036				-114570		-115175		-115423		-115889		-115969		-116062

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566				63975		20878		46218		49170		7690		14405

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000



												23090.736						23410.779						23254.301						23116.854						22208.731						25893.561

												22258.131						22573.644						22431.378						22302.994						21351.475						24965.721

												669.602						730.738						678.936						500.926						436.502						1933.334

												606.353						677.33						636.187						482.409						411.305						1913.693





PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	



株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300
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株価グラフ (2)

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		調整後終値*		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		313		317		313		600

		reserved-42613x1F		325		319		325		700

		reserved-42614x1F		325		321		325		200

		reserved-42615x1F		333		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		325		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		328		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		338		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		344		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		332		328		332		300

		reserved-42626x1F		340		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		325		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		322		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		322		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		320		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		331		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		330		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		340		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		334		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		344		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		349		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		345		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		345		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		349		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		335		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		345		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		339		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		337		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		333		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		339		337		339		400

		reserved-42663x1F		344		337		344		100

		reserved-42664x1F		369		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		353		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		353		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		351		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		348		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		349		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		352		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		359		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		360		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		362		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		361		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		355		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		364		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		370		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		390		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		380		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		388		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		380		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		382		363		382		200

		reserved-42698x1F		377		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		367		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		370		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		372		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		378		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		374		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		379		370		379		900

		reserved-42710x1F		382		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		384		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		395		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		395		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		395		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		381		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		380		380		380		700

		reserved-42720x1F		381		381		381		100

		reserved-42723x1F		380		382		380		800

		reserved-42724x1F		387		381		387		300

		reserved-42725x1F		387		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		381		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		387		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		387		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		389		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		393		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		392		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		394		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		406		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		404		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		403		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		483		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		563		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		519		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		547		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		536		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		529		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		529		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		548		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		551		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		552		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		570		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		578		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		578		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		586		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		581		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		579		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		587		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		587		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		583		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		582		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		587		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		588		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		607		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		618		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		649		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		647		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		657		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		659		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		659		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		660		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		679		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		630		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		598		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		597		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		597		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		590		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		576		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		564		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		559		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		565		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		572		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		573		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		574		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		575		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		570		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		567		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		569		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		572		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		562		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		556		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		558		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		550		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		540		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		541		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		544		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		554		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		548		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		540		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		532		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		528		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		536		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		547		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		555		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		535		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		537		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		540		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		573		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		576		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		569		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		575		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		567		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		565		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		571		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		571		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		572		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		569		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		570		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		578		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		579		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		578		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		583		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		590		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		585		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		585		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		582		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		580		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		580		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		583		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		580		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		576		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		575		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		571		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		565		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		562		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		570		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		565		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		569		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		576		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		574		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		578		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		571		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		568		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		570		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		575		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		573		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		574		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		565		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		566		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		560		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		558		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		558		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		558		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		562		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		572		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		592		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		604		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		648		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		630		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		615		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		605		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		608		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		600		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		589		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		589		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		588		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		587		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		590		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		587		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		587		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		580		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		581		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		582		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		601		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		598		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		600		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		597		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		596		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		597		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		594		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		590		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		588		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		589		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		589		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		587		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		594		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		595		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		595		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		595		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		599		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		590		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		590		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		590		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		603		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		596		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		593		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		587		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		599		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		599		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		601		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		599		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		601		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		597		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		603		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		605		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		604		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		609		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		614		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		630		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		628		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		634		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		649		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		644		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		647		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		654		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		654		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		642		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		642		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		640		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		640		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		637		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		632		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		630		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		627		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		641		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		647		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		646		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		648		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		652		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		652		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		655		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		655		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		668		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		669		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		674		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		679		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		686		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		695		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		691		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		694		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		688		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		702		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		700		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		702		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		702		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		700		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		707		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		723		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		767		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		770		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		787		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		845		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		859		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		1,009		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		995		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		1,022		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		988		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		972		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		972		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		968		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		900		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		910		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		882		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		885		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		884		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		899		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		891		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		870		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		891		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		912		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		941		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		951		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		980		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		995		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		989		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		978		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		984		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		969		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		975		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		986		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		976		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		982		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		990		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		988		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		992		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		994		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		986		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		993		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		997		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		998		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		996		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		989		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		839		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		884		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		931		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		901		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		912		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		940		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		931		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		937		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		940		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		950		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		955		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		942		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		940		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		895		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		891		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		893		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		872		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		864		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		845		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		843		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		830		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		834		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		836		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		827		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		831		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		827		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		826		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		825		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		810		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		793		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		783		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		751		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		746		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		746		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		760		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		800		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		795		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		772		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		771		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		781		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		800		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		788		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		797		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		800		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		799		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		777		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		763		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		763		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		763		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		772		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		757		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		756		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		752		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		752		773		752		500

		reserved-43215x1F		753		772		753		500

		reserved-43216x1F		752		771		752		500

		reserved-43217x1F		762		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		758		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		757		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		760		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		762		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		764		769		764		900

		reserved-43230x1F		768		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		758		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		760		768		760		800

		reserved-43235x1F		765		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		759		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		756		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		756		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		752		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		758		759		758		600

		reserved-43243x1F		753		759		753		300

		reserved-43244x1F		750		758		750		700

		reserved-43245x1F		750		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		749		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		749		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		743		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		746		756		746		800

		reserved-43252x1F		741		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		753		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		748		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		762		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		750		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		744		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		745		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		746		752		746		800

		reserved-43265x1F		748		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		747		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		741		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		732		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		734		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		734		747		734		600

		reserved-43273x1F		733		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		736		745		736		800

		reserved-43277x1F		721		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		724		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		730		741		730		500

		reserved-43283x1F		722		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		732		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		720		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		722		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		717		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		725		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		720		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		724		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		714		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		719		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		705		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		703		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		687		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		685		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		677		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		683		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		693		716		693		900

		reserved-43307x1F		693		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		688		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		687		710		687		700

		reserved-43312x1F		691		708		691		800

		reserved-43313x1F		687		707		687		900

		reserved-43314x1F		686		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		667		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		661		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		660		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		663		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		668		693		668		900

		reserved-43322x1F		674		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		664		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		661		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		668		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		665		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		660		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		660		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		654		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		654		673		654		600

		reserved-43335x1F		646		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		653		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		653		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		655		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		665		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		655		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		647		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		645		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		639		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		630		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		615		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		620		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		610		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		609		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		600		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		603		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		597		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		604		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		598		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		604		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		606		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		618		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		637		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		640		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		648		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		645		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		647		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		650		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		645		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		645		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		637		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		623		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		617		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		620		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		628		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		630		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		645		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		656		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		651		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		637		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		636		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		631		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		623		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		635		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		644		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		651		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		650		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		642		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		650		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		650		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		642		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		645		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		640		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		643		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		647		639		647		800

		reserved-43423x1F		642		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		640		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		636		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		639		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		630		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		634		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		633		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		627		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		635		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		626		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		621		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		621		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		619		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		618		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		601		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		596		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		591		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		581		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		533		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		480		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		503		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		533		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		542		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		545		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		550		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		552		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		564		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		567		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		566		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		572		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		571		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		574		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		578		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		587		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		607		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		610		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		604		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		607		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		610		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		609		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		606		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		605		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		596		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		596		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		598		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		603		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		602		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		603		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		600		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		602		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		603		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		603		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		601		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		603		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		590		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		554		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		556		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		560		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		556		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		549		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		548		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		542		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		540		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		531		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		525		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		517		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		521		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		515		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		510		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		515		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		507		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		502		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		496		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		498		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		497		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		503		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		500		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		498		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		498		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		501		513		501		700

		reserved-43564x1F		509		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		516		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		516		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		514		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		505		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		501		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		502		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		512		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		502		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		500		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		506		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		506		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		502		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		502		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		505		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		500		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		499		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		499		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		499		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		497		504		497		900

		reserved-43608x1F		496		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		495		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		491		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		492		501		492		800

		reserved-43614x1F		491		500		491		900

		reserved-43615x1F		494		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		488		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		489		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		497		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		503		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		506		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		514		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		509		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		501		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		502		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		503		499		503		600

		reserved-43630x1F		506		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		505		499		505		700

		reserved-43634x1F		501		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		502		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		506		500		506		500

		reserved-43637x1F		506		500		506		700

		reserved-43640x1F		508		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		503		501		503		200

		reserved-43643x1F		507		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		504		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		506		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		503		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		508		504		508		900

		reserved-43651x1F		511		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		529		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		509		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		510		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		507		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		508		507		508		900

		reserved-43663x1F		507		507		507		500

		reserved-43664x1F		502		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		503		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		504		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		505		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		503		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		502		507		502		500

		reserved-43677x1F		504		507		504		200

		reserved-43678x1F		502		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		500		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		491		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		497		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		496		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		499		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		500		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		500		503		500		900

		reserved-43692x1F		500		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		506		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		507		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		501		502		501		700

		reserved-43699x1F		500		501		500		700

		reserved-43700x1F		500		501		500		300

		reserved-43703x1F		500		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		496		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		497		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		499		500		499		700

		reserved-43707x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		502		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		500		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		503		500		503		900

		reserved-43717x1F		505		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		505		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		508		501		508		700

		reserved-43720x1F		502		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		505		502		505		400

		reserved-43728x1F		504		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		503		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		507		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		510		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		508		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		511		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		518		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		517		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		519		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		520		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		524		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		524		509		524		700

		reserved-43748x1F		528		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		530		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		513		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		512		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		512		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		518		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		515		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		523		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		522		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		527		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		531		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		546		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		533		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		535		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		539		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		540		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		545		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		545		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		544		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		547		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		549		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		548		532		548		900

		reserved-43788x1F		551		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		554		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		556		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		557		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		557		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		555		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		554		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		554		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		551		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		557		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		558		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		556		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		558		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		558		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		565		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		565		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		561		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		560		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		563		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		562		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		557		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		557		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		555		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		546		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		550		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		549		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		558		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		566		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		565		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		566		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		566		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		574		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		578		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		570		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		570		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		578		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		579		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		576		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		579		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		576		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		575		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		570		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		572		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		571		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		569		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		557		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		551		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		550		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		554		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		559		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		560		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		564		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		561		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		559		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		560		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		541		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		536		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		531		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		528		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		513		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		501		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		474		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		416		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		425		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		426		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		428		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		433		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		411		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		386		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		368		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		377		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		359		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		320		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		323		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		322		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		327		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		347		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		364		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		383		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		397		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		411		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		403		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		405		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		413		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		412		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		413		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		406		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		407		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		411		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		412		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		443		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		433		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		438		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		445		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		435		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		435		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		451		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		480		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		505		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		547		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		547		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		546		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		527		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		520		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		511		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		507		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		501		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		505		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		502		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		492		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		475		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		473		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		476		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		482		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		493		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		485		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		491		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		497		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		500		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		510		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		507		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		506		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		511		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		513		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		513		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		519		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		510		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		498		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		497		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		484		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		495		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		504		497		504		900

		reserved-44001x1F		502		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		505		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		517		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		510		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		510		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		514		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		614		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		576		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		591		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		551		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		601		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		624		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		694		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		760		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		748		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		718		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		714		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		753		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		723		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		688		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		708		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		720		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		722		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		744		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		742		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		738		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		754		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		698		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		742		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		732		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		741		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		747		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		736		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		741		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		776		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		819		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		812		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		816		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		810		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		809		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		786		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		796		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		815		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		821		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		838		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		840		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		785		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		833		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		860		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		889		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		880		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		903		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		919		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		906		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		890		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		872		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		869		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		899		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		897		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		918		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		909		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		987		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		1,136		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,053		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,060		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,140		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,167		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,110		935		1,110		79,300
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第２四半期のキャッシュ・フローの状況
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財務活動CF

2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期 2021/2期

2015.3.1～
2015.8.31

2016.3.1～
2016.8.31

2017.3.1～
2017.8.31

2018.3.1～
2018.8.31

2019.3.1～
2019.8.31

2020.3.1～
2020.8.31

営業活動ＣＦ 1,228 2,054 2,009 1,760 2,150 4,301

投資活動ＣＦ -1,233 -796 -349 -648 -637 -254

財務活動ＣＦ -274 -1,436 -1,683 -1,088 -939 -2,428

単位：百万円
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各事業の推移（第２四半期）
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（百万円）

売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数 売上高 構成比 指数

台所・家庭用品 1,828 8.8% 100 1,793 8.5% 98 1,823 8.7% 100 1,715 8.2% 94 1,896 7.8% 104

日用消耗品 2,289 11.0% 100 2,251 10.7% 98 2,086 9.9% 91 2,087 10.0% 91 3,020 12.4% 132

電器パーツ・家電 1,320 6.3% 100 1,312 6.3% 99 1,340 6.4% 102 1,302 6.2% 99 1,463 6.0% 111

収納・インテリア 859 4.1% 100 834 4.0% 97 824 3.9% 96 809 3.9% 94 965 4.0% 112

園芸農業用品 6,011 28.8% 100 6,237 29.7% 104 6,168 29.3% 103 6,141 29.5% 102 6,949 28.5% 116

5,175 24.8% 100 5,128 24.5% 99 5,441 25.9% 105 5,384 25.8% 104 6,466 26.5% 125

ペット 1,470 7.0% 100 1,459 7.0% 99 1,400 6.7% 95 1,433 6.9% 97 1,597 6.5% 109

カー・レジャー 1,082 5.2% 100 1,060 5.1% 98 1,065 5.1% 98 1,043 5.0% 96 1,110 4.5% 103

文具 703 3.4% 100 692 3.3% 98 684 3.3% 97 674 3.2% 96 705 2.9% 100

灯油 136 0.7% 100 207 1.0% 152 202 1.0% 149 245 1.2% 180 231 0.9% 170

ホームセンター売上高 20,873 100% 100 20,973 100% 100 21,033 100% 101 20,833 100% 100 24,402 100% 117

ホームセンター荒利高(率)

184 100 0 0 0 0 0 0 0 0
900 100 862 96 731 81 0 0 0 0
591 100 571 97 515 87 497 84 546 92

23,411 100 23,254 99 23,116 99 22,208 95 25,893 111

59期(2019年3～8月)

6,106 (29.3%)

60期(2020年3～8月)

7,337 (30.1%)

営業収益（売上）

イエローハット
ドラッグストアー
ブックセンター

部門

資材・工具・ワーキング

6,268 (29.9%)

58期(2018年3～8月)

6,277 (29.8%)

商品売上高（3月～8月）
期 56期(2016年3～8月) 57期(2017年3～8月)

6,254 (30.0%)


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3				117.6

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7				117.1

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5				112.2

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1				111.8

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8				104.9

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7				104.8

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3				117.0







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別) (2)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期間末
店舗数 キカン マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット		0		0		4		0		4		0						0						0						0

				ドラッグストア		0		0		8		0		1		7				7		0						0						0

				ブックセンター		0		2		4		0		0		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　2019年2月中旬 ネン ガツ チュウジュン





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440

						40.32713







PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ				50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		16398493942		88		13349240225		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13351946034		33		15926717543		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		9548382997		15		11410816289		19

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39298822973		136		40686774057		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ				56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ				57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		63		8771713284		60		8606305193		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		48		16811985450		48		16987311592		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		22		13544436833		24		13954800541		25

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		133		39128135567		132		39548417326		131





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2020年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン







生数字

																		（百万円） ヒャク マン エン

						商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

		期 キ				53期 キ				54期 キ				55期 キ				56期 キ

		部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		指数 シスウ

		01		台所用品 ダイドコロ ヨウヒン		988		100		991		100		962		97		964		98

		02		家庭用品 カテイ ヨウヒン		894		100		880		98		866		97		864		97

		11		日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		2,338		100		2363		101		2278		97		2289		98

		家庭雑貨部（G1） カテイ ザッカ ブ				4,220		100		4,234		100		4,106		97		4,117		98

		03		電器パーツ デンキ		828		100		859		104		812		98		795		96

		08		家電製品 カデン セイヒン		595		100		569		96		530		89		525		88

		家庭電器部（G2） カテイ デンキ ブ				1,423		100		1,428		100		1,342		94		1,320		93

		12		寝装・インテリア ネ ソウ		483		100		488		101		471		98		484		100

		14		収納・家具 シュウノウ カグ		427		100		428		100		396		93		375		88

		インテリア部（G3) ブ				910		100		916		101		867		95		859		94

		商品1部 ショウヒン ブ				6,553		100		6,578		100		6,315		96		6,296		96

		04		家庭園芸用品 カテイ エンゲイ ヨウヒン		1,986		100		2043		103		2071		104		2089		105

		15		園芸植物 エンゲイ ショクブツ		1,500		100		1527		102		1590		106		1628		109

		17		農業用品 ノウギョウ ヨウヒン		2,114		100		2139		101		2151		102		2294		109

		園芸農業部（G4） エンゲイ ノウギョウ ブ				5,600		100		5,709		102		5,812		104		6,011		107

		07		工具・建築金物 コウグ ケンチク カナモノ		1,381		100		1455		105		1449		105		1496		108

		09		補修・塗料・材料 ホシュウ トリョウ ザイリョウ		1,296		100		1380		106		1355		105		1452		112

		10		履き物・作業用品 ハ モノ サギョウ ヨウヒン		873		100		923		106		941		108		966		111

		19		住設・エクステリア ス セツ		1,197		100		1237		103		1169		98		1261		105

		建築材料部（G5） ケンチク ザイリョウ ブ				4,747		100		4,995		105		4,914		104		5,175		109

		05		ペット用品 ヨウヒン		1,492		100		1482		99		1473		99		1470		99

		06		カー・レジャー用品 ヨウヒン		1,015		100		999		98		1045		103		1082		107

		13		サービスカウンター		264		100		297		113		213		81		136		52

		16		オフィス・店舗用品 テンポ ヨウヒン		679		100		706		104		693		102		703		104

		趣味・嗜好部（G6） シュミ シコウ ブ				3,450		100		3,484		101		3,424		99		3,391		98

		商品2部 ショウヒン ブ				13,797		100		14,188		103		14,150		103		14,577		106

		HC合計 ゴウケイ				20,350		100		20,766		102		20,465		101		20,873		103

		イエローハット				204		100		199				194				184

		ドラッグストアー				958		100		928				921				900

		ブックセンター				852		100		692				654				591

		営業収益 エイギョウ シュウエキ				23,271		100		23450				23091				23411





時価他社比較

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				経常利益 ケイジョウ リエキ		687		209		869		753

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		30.2%		23.2%		53.5%		22.0%

				時価総額 ジカ ソウガク		2,660		6,330		6,700		4,230

				決算期 ケッサン キ		2016/02		2016/03		2016/02		2016/02



								*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン





				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4









時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

Sheet1 (2)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	



Sheet1 (3)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	





２０２１年２月期の業績予想（1）

2019年2月期実績 2020年2月期実績 ２０２１年2月期

第2四半期
累計 通期

第2四半期
累計 通期

第２四半期累計 通期予想

実績
増減率 増減率

営業収益 23,116 43,512 22,208 42,376 25,893 +16.5% 47,500 +12.1%

売上高 22,302 41,924 21,351 40,715 24,965 +16.9% 45,720 +12.3%

営業利益 500 15 436 291 1,933 +343% 1,960 +574%

経常利益 482 -32 411 251 1,913 +365% 1,920 +665%

当期純利益 294 -8 256 87 1,281 +400% 1,050 +1,107%

単位：百万円

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、
実際の業績等は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。

※
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２０２１年２月期の業績予想（2）

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、
実際の業績等は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。

※
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下半期の業績推移と2021/2期予想

損益計算書 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期 2021/2期予想
下半期 下半期 下半期 下半期 下半期 下半期

'15.9.1～'16.2.29 '16.9.1～'17.2.28 '17.9.1～'18.2.28 '18.9.1～'19.2.28 '19.9.1～'20.2.29 '20.9.1～'21.2.28 増減率

営業収益 20,814 20,667 20,671 20,396 20,167 21,606 +7.1%
売上高 20,002 19,891 19,907 19,621 19,364 20,754 +7.2%
売上総利益 5,918 5,754 5,614 5,542 5,552 5,952 +7.2%

営業収入 812 776 764 774 803 852 +6.1%
営業総利益 6,730 6,530 6,378 6,316 6,355 6,804 +7.1%

6,712 6,688 6,646 6,802 6,500 6,777 +4.3%
営業利益 18 -158 -268 -486 -145 27
経常利益 -30 -200 -287 -514 -161 6

販管費

単位：百万円


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店予定日 カイテン ヨテイ ビ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/9/28) カブカ		1140		1221		2281		3485

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		0.8771929825





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	



株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300



5日平均	42611	42612	42613	42614	42615	42618	42620	42621	42622	42625	42626	42628	42629	42633	42634	42636	42639	42640	42641	42642	42643	42646	42647	42648	42649	42650	42654	42655	42656	42657	42660	42661	42662	42663	42664	42667	42668	42669	42670	42671	42674	42675	42676	42678	42681	42682	42683	42684	42685	42688	42689	42690	42691	42692	42695	42696	42698	42699	42702	42703	42704	42705	42706	42709	42710	42711	42712	42713	42716	42717	42718	42719	42720	42723	42724	42725	42726	42730	42731	42732	42733	42734	42739	42740	42741	42745	42746	42747	42748	42751	42752	42753	42754	42755	42758	42759	42760	42761	42762	42765	42766	42767	42768	42769	42772	42773	42774	42775	42776	42779	42780	42781	42782	42783	42786	42787	42788	42789	42790	42793	42794	42795	42796	42797	42800	42801	42802	42803	42804	42807	42808	42809	42810	42811	42815	42816	42817	42818	42821	42822	42823	42824	42825	42828	42829	42830	42831	42832	42835	42836	42837	42838	42839	42842	42843	42844	42845	42846	42849	42850	42851	42852	42853	42856	42857	42863	42864	42865	42866	42867	42870	42871	42872	42873	42874	42877	42878	42879	42880	42881	42884	42885	42886	42887	42888	42891	42892	42893	42894	42895	42898	42899	42900	42901	42902	42905	42906	42907	42908	42909	42912	42913	42914	42915	42916	42919	42920	42921	42922	42923	42926	42927	42928	42929	42930	42934	42935	42936	42937	42940	42941	42942	42943	42944	42947	42948	42949	42950	42951	42954	42955	42956	42957	42961	42962	42963	42964	42965	42968	42969	42970	42971	42972	42975	42976	42977	42978	42979	42982	42983	42984	42985	42986	42989	42990	42991	42992	42993	42997	42998	42999	43000	43003	43004	43005	43006	43007	43010	43011	43012	43013	43014	43018	43019	43020	43021	43024	43025	43026	43027	43028	43031	43032	43033	43034	43035	43038	43039	43040	43041	43045	43046	43047	43048	43049	43052	43053	43054	43055	43056	43059	43060	43061	43063	43066	43067	43068	43069	43070	43073	43074	43075	43076	43077	43080	43081	43082	43083	43084	43087	43088	43089	43090	43091	43094	43095	43096	43097	43098	43104	43105	43109	43110	43111	43112	43115	43116	43117	43118	43119	43122	43123	43124	43125	43126	43129	43130	43131	43132	43133	43136	43137	43138	43139	43140	43144	43145	43146	43147	43150	43151	43152	43153	43154	43157	43158	43159	43160	43161	43164	43165	43166	43167	43168	43171	43172	43173	43174	43175	43178	43179	43181	43182	43185	43186	43187	43188	43189	43192	43193	43194	43195	43196	43199	43200	43201	43202	43203	43206	43207	43208	43209	43210	43213	43214	43215	43216	43217	43221	43222	43227	43228	43229	43230	43231	43234	43235	43236	43237	43238	43241	43242	43243	43244	43245	43248	43249	43250	43251	43252	43255	43256	43257	43258	43259	43262	43263	43264	43265	43266	43269	43270	43271	43272	43273	43276	43277	43278	43279	43280	43283	43284	43285	43286	43287	43290	43291	43292	43293	43294	43298	43299	43300	43301	43304	43305	43306	43307	43308	43311	43312	43313	43314	43315	43318	43319	43320	43321	43322	43325	43326	43327	43328	43329	43332	43333	43334	43335	43336	43339	43340	43341	43342	43343	43346	43347	43348	43349	43350	43353	43354	43355	43356	43357	43361	43362	43363	43364	43368	43369	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	43886	43887	43888	43889	43892	43893	43894	43895	43896	43899	43900	43901	43902	43903	43906	43907	43908	43909	43913	43914	43915	43916	43917	43920	43921	43922	43923	43924	43927	43928	43929	43930	43931	43934	43935	43936	43937	43938	43941	43942	43943	43944	43945	43948	43949	43951	43952	43958	43959	43962	43963	43964	43965	43966	43969	43970	43971	43972	43973	43976	43977	43978	43979	43980	43983	43984	43985	43986	43987	43990	43991	43992	43993	43994	43997	43998	43999	44000	44001	44004	44005	44006	44007	44008	44011	44012	44013	44014	44015	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027	44028	44029	44032	44033	44034	44039	44040	44041	44042	44043	44046	44047	44048	44049	44050	44054	44055	44056	44057	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	44081	44082	44083	44084	44085	44088	44089	44090	44091	44092	44097	44098	44099	44102	44103	44104	320	316.5	319.33333333333331	320.75	323.2	324.2	327.2	329.8	333.6	333.4	336.4	338.6	336	331.6	329.6	325.60000000000002	324	325	328.6	331	335.8	339.4	342.4	343.4	346.4	347	344.2	344.2	343	340.6	337.8	338.6	337.4	338.4	344.8	348.8	351.6	354	354.8	350.8	350.6	351.8	353.6	355	357.6	359.4	358.6	359.4	362.4	368	371.8	378.4	382	384	382.6	383	380.8	377.8	375.8	373.6	371.6	371.8	373.2	375	377	379.4	382.8	387	390.2	392.2	391.6	388.6	385.8	382.8	381.8	383	383.2	384.4	385.8	386.2	387.4	389.6	391	394.8	397.8	399.8	418	451.8	474.4	503	529.6	538.79999999999995	532	537.79999999999995	538.6	541.79999999999995	550	559.79999999999995	565.79999999999995	572.79999999999995	578.6	580.4	582.20000000000005	583.20000000000005	583.4	583.79999999999995	584.4	584.4	585.4	589.4	596.4	609.79999999999995	621.79999999999995	635.6	646	654.20000000000005	656.4	662.8	657.4	645.20000000000005	632.79999999999995	620.20000000000005	602.4	591.6	584.79999999999995	577.20000000000005	570.79999999999995	567.20000000000005	566.6	568.6	571.79999999999995	572.79999999999995	571.79999999999995	571	570.6	568	565.20000000000005	563.4	559.6	553.20000000000005	549	546.6	545.79999999999995	545.4	545.4	543.6	540.4	536.79999999999995	536.6	539.6	540.20000000000005	543.20000000000005	543.4	542.4	539.4	540.4	539.79999999999995	547	553.79999999999995	559.6	566.6	572	570.4	569.4	569.79999999999995	569.20000000000005	569.6	570.6	572	573.6	574.79999999999995	577.6	581.6	583	584.20000000000005	585	584.4	582.4	582	581	579.79999999999995	578.79999999999995	577	573.4	569.79999999999995	568.6	566.6	566.20000000000005	568.4	570	570.79999999999995	573.4	573.79999999999995	572.20000000000005	572.20000000000005	572.4	571.4	572	571.4	570.6	567.6	564.6	561.4	560.4	558.79999999999995	559.20000000000005	559.4	562.20000000000005	568.6	577.79999999999995	595	609.20000000000005	617.79999999999	995	620.4	621.20000000000005	611.6	603.4	598.20000000000005	594.79999999999995	590.6	588.6	588.20000000000005	587.79999999999995	586.20000000000005	585	583.4	586.20000000000005	588.4	592.4	595.6	598.4	597.6	596.79999999999995	594.79999999999995	593	591.6	590	588.6	589.4	590.79999999999995	591.20000000000005	592.4	594	595	594	593.79999999999995	592.79999999999995	594.4	593.79999999999995	594.4	593.79999999999995	595.6	594.79999999999995	595.79999999999995	597	599.79999999999995	600	599.6	599.20000000000005	600	600.79999999999995	601.6	604	607	612.4	617	623	631	637	640.4	643.6	647.6	648.6	648.20000000000005	647.20000000000005	646.4	643.6	640.20000000000005	638.20000000000005	635.79999999999995	633.20000000000005	633.4	635.4	638.20000000000005	641.79999999999995	646.79999999999995	648.20000000000005	649.20000000000005	651	652.4	655.6	659.8	664.2	669	675.2	680.6	685	689	690.8	694	695	697.2	698.8	701.2	702.2	706.8	719.8	733.4	750.8	778.4	805.6	854	899	946	974.6	997.2	989.8	984.4	960	944.4	926.4	909	892.2	892	888.2	885.8	887	892.6	901	913	935	955.8	971.2	978.6	985.2	983	979	978.4	978	977.6	981.8	984.4	985.6	989.2	990	990.6	992.4	992.6	993.4	995.4	994.6	963	941.2	927.8	908.8	893.4	913.6	923	924.2	932	939.6	942.6	944.8	945.4	936.4	924.6	912.2	898.2	883	873	863.4	850.8	843.2	837.6	834	831.6	831	829.4	827.2	823.8	816.2	807.4	792.4	776.6	763.8	757.2	760.6	769.4	774.6	779.6	783.8	783.8	782.4	787.4	793.2	796.8	792.2	787.2	780.4	773	767.6	763.6	762.2	760	757.8	754	753	754.2	755.4	756.4	757.8	759.8	760.2	762.2	762.	4	762.4	763	762	759.6	759.2	757.6	756.2	755	753.8	752.6	752	750.2	748.2	747.4	745.6	744.8	745.6	746.6	749.8	751.6	751.4	749.8	749.4	746.6	746	745.4	742.8	740.4	737.6	734.8	733.8	731.6	729.6	728.6	728	725.2	727.4	726.6	725.2	722.6	723.2	720.8	721.6	720	720.4	716.4	713	705.6	699.8	691.4	687	685	686.2	686.8	688.8	690.4	689.2	687.8	683.6	678.4	672.2	667.4	663.8	665.2	665.8	666	667	666.4	663.6	662.8	661.4	658.6	654.79999999999995	653.6	652.20000000000005	652	652.20000000000005	656	656.2	655	653.4	650.20000000000005	643.20000000000005	635.20000000000005	629.79999999999995	622.79999999999995	616.79999999999995	610.79999999999995	608.4	603.79999999999995	602.6	600.4	600.6	600.79999999999995	602.6	605.4	613.20000000000005	621	629.79999999999995	637.6	642.6	644.6	646.6	646	646	644.79999999999995	640	633.4	628.4	625	623.6	628	635.79999999999995	642	643.79999999999995	645	642.20000000000005	635.6	631.79999999999995	631.4	633	637	642.4	644.4	647.4	648.6	646.79999999999995	645.79999999999995	645.4	644	643.4	643.4	642.4	641.6	640.79999999999995	637.4	635.79999999999995	634.4	634	632.79999999999995	633.6	632.79999999999995	632.20000000000005	630.79999999999995	631.20000000000005	629.6	627.79999999999995	626	624.4	621	616	611	605	597.4	580.4	556.20000000000005	537.6	526	518.20000000000005	520.6	534.6	544.4	550.6	555.6	559.79999999999995	564.20000000000005	568	570	572.20000000000005	576.4	583.4	591.20000000000005	597.20000000000005	603	607.6	608	607.20000000000005	607.4	605.20000000000005	602.4	600.20000000000005	599.6	599	599.79999999999995	601.20000000000005	601.6	601.4	601.6	602	602	602.4	602.20000000000005	602.20000000000005	599.79999999999995	590	580.79999999999995	572.6	563.20000000000005	555	553.79999999999995	551	547	542	537.20000000000005	531	526.79999999999995	523.4	520.20000000000005	517.20000000000005	516.79999999999995	514	509.8	506	503.6	500	498.2	498.4	499.2	499.6	499.8	499.8	499	499.2	501	504.6	508.2	511.2	512	510.4	507.6	506.8	504.4	503.6	503.6	503.2	502	502	503	503.2	503.6	503	503.6	502.4	502.4	501.8	501	500.4	500.2	499.2	498.6	497.8	495.6	494.2	493	492.6	491.2	490.8	491.8	494.2	496.6	501.8	505.8	506.6	506.4	505.8	504.2	503.4	503.4	503.4	504	504	504.6	505.6	505.8	506	505.6	505.2	504.6	505	505.2	506.6	511.2	513.20000000000005	514	514.4	513.6	509.4	508.2	506.8	505.4	504.8	504	503.6	504	504.2	504	503.6	503.4	503	502.2	499.8	498.8	497.2	496.6	496.6	498	498.6	499.4	499.4	500.6	502.4	502.6	502.6	502.8	501.6	499.4	498.6	498.4	499.2	500	501.2	502.2	502.4	502.2	502.4	503	504.2	504.6	505	505	505	504.4	504.8	504.4	504.2	504.6	505.6	506.4	508	510.8	512.79999999999995	514.6	517	519.6	520.79999999999995	523	525.20000000000005	523.79999999999995	521.4	519	517	513.79999999999995	514.20000000000005	516.4	518.4	520.20000000000005	523.6	529.79999999999995	531.79999999999995	534.4	536.79999999999995	538.6	538.4	540.79999999999995	542.20000000000005	543.20000000000005	544.6	544.6	545.4	546.6	548	549.4	551.6	553.20000000000005	555	555.79999999999995	555.79999999999995	555.4	554.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	555.20000000000005	556	557.4	559	560.4	561.4	562	562.4	562	561.4	560.6	559.79999999999995	558.79999999999995	557.79999999999995	554.6	553.20000000000005	551.6	552.20000000000005	553.79999999999995	557.6	560.79999999999995	564.20000000000005	567.4	569.79999999999995	570.79999999999995	571.6	573	573.79999999999995	574	575.20000000000005	577	577.6	577	575.20000000000005	574.4	572.79999999999995	571.4	567.79999999999995	564	559.6	556.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	557.4	559.6	560.6	561	561	556.4	551.4	545.79999999999995	539.20000000000005	529.79999999999995	521.79999999999995	509.4	486.4	465.8	448.4	433.8	425.6	424.6	416.8	405.2	395	380.2	362	349.4	340.2	330.2	327.8	336.6	348.6	363.6	380.4	391.6	399.8	405.8	408.8	409.2	409.8	410.2	409.8	409.2	409	416.4	421.6	427	434.2	438.8	437.2	440.8	449.2	461.2	483.6	506	525	536.20000000000005	540.6	535.20000000000005	528	520.20000000000005	513.20000000000005	508.8	505.2	501.4	495	489.4	483.6	479.6	479.8	481	483.4	485.2	487	487.8	491.6	496.6	501	504	506.8	509.4	510	512.4	514	513.79999999999995	510.8	507.6	500.6	496.8	495.6	496.4	498	504.6	507.6	508.8	511.2	533	544.79999999999995	561	569.20000000000005	583	580.4	590	610.6	652.4	685.4	708.8	726.8	738.6	731.2	719.2	717.2	718.4	712.2	716.4	727.2	733.2	740	735.2	734.8	732.8	733.4	732	739.6	739.4	748.2	763.8	776.8	792.8	806.6	813.2	806.6	803.4	803.2	805.4	811.2	822	819.8	823.4	831.2	841.4	849.4	873	890.2	899.4	899.6	898	891.2	887.2	885.4	891	898.4	922	969.4	1000.6	1029	1075.2	1111.2	1106	









24売上５００億円への復活

当社の取組み

農業分野・ハード分野を主力に位置付け

品揃え、売場づくり、売価政策の改革に取組み、
サービス強化で、店の競争力を高める。

売上拡大、利益確保

◉出店による売上拡大
８００坪以上の出店に集中

◉農業を主力に競合との差別化



代表店舗

25

売場面積5,831㎡(1,764坪)

茶屋町店(岡山県倉敷市、2011年4月14日ＯＰＥＮ)



代表店舗、新店

安来店(島根県安来市､2018年7月21日ＯＰＥＮ)
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売場面積2,727㎡（825坪）



代表店舗、新店、最大規模店

西舞鶴モール店(舞鶴市､2019年2月19日OPEN)
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売場面積6,356㎡（1923坪）

最新店舗

当社最大店舗



西舞鶴モール店 売場レイアウト

28



ジュンテンドー西舞鶴モール 概要

名称 ジュンテンドー西舞鶴モール

所在地 京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか

開発面積 50,627㎡ （開発道路を含む）

敷地面積 43,319㎡
建築面積㎡

店舗数 6店 (Ａ棟) ジュンテンドー ホームセンター 7,078

(Ｂ棟) 西松屋チェーン 衣料品 1,060

(Ｃ棟) ユニクロ 衣料品 1,210

(Ｄ棟) 大創産業 雑貨店 845

(Ｅ棟) さとう スーパーマーケット 1,578

(Ｆ棟) キリン堂 ドラッグストア 1,032

12,803

駐車台数 938台

開店日 　　 2019年2月20日
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PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/9/28) カブカ		1140		1221		2281		3485

				時価総額 ジカ ソウガク		9,498		8,373		12,742		28,054

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		0.8771929825





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	17/2期	18/2期	19/2期	20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	



株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300



5日平均	42611	42612	42613	42614	42615	42618	42620	42621	42622	42625	42626	42628	42629	42633	42634	42636	42639	42640	42641	42642	42643	42646	42647	42648	42649	42650	42654	42655	42656	42657	42660	42661	42662	42663	42664	42667	42668	42669	42670	42671	42674	42675	42676	42678	42681	42682	42683	42684	42685	42688	42689	42690	42691	42692	42695	42696	42698	42699	42702	42703	42704	42705	42706	42709	42710	42711	42712	42713	42716	42717	42718	42719	42720	42723	42724	42725	42726	42730	42731	42732	42733	42734	42739	42740	42741	42745	42746	42747	42748	42751	42752	42753	42754	42755	42758	42759	42760	42761	42762	42765	42766	42767	42768	42769	42772	42773	42774	42775	42776	42779	42780	42781	42782	42783	42786	42787	42788	42789	42790	42793	42794	42795	42796	42797	42800	42801	42802	42803	42804	42807	42808	42809	42810	42811	42815	42816	42817	42818	42821	42822	42823	42824	42825	42828	42829	42830	42831	42832	42835	42836	42837	42838	42839	42842	42843	42844	42845	42846	42849	42850	42851	42852	42853	42856	42857	42863	42864	42865	42866	42867	42870	42871	42872	42873	42874	42877	42878	42879	42880	42881	42884	42885	42886	42887	42888	42891	42892	42893	42894	42895	42898	42899	42900	42901	42902	42905	42906	42907	42908	42909	42912	42913	42914	42915	42916	42919	42920	42921	42922	42923	42926	42927	42928	42929	42930	42934	42935	42936	42937	42940	42941	42942	42943	42944	42947	42948	42949	42950	42951	42954	42955	42956	42957	42961	42962	42963	42964	42965	42968	42969	42970	42971	42972	42975	42976	42977	42978	42979	42982	42983	42984	42985	42986	42989	42990	42991	42992	42993	42997	42998	42999	43000	43003	43004	43005	43006	43007	43010	43011	43012	43013	43014	43018	43019	43020	43021	43024	43025	43026	43027	43028	43031	43032	43033	43034	43035	43038	43039	43040	43041	43045	43046	43047	43048	43049	43052	43053	43054	43055	43056	43059	43060	43061	43063	43066	43067	43068	43069	43070	43073	43074	43075	43076	43077	43080	43081	43082	43083	43084	43087	43088	43089	43090	43091	43094	43095	43096	43097	43098	43104	43105	43109	43110	43111	43112	43115	43116	43117	43118	43119	43122	43123	43124	43125	43126	43129	43130	43131	43132	43133	43136	43137	43138	43139	43140	43144	43145	43146	43147	43150	43151	43152	43153	43154	43157	43158	43159	43160	43161	43164	43165	43166	43167	43168	43171	43172	43173	43174	43175	43178	43179	43181	43182	43185	43186	43187	43188	43189	43192	43193	43194	43195	43196	43199	43200	43201	43202	43203	43206	43207	43208	43209	43210	43213	43214	43215	43216	43217	43221	43222	43227	43228	43229	43230	43231	43234	43235	43236	43237	43238	43241	43242	43243	43244	43245	43248	43249	43250	43251	43252	43255	43256	43257	43258	43259	43262	43263	43264	43265	43266	43269	43270	43271	43272	43273	43276	43277	43278	43279	43280	43283	43284	43285	43286	43287	43290	43291	43292	43293	43294	43298	43299	43300	43301	43304	43305	43306	43307	43308	43311	43312	43313	43314	43315	43318	43319	43320	43321	43322	43325	43326	43327	43328	43329	43332	43333	43334	43335	43336	43339	43340	43341	43342	43343	43346	43347	43348	43349	43350	43353	43354	43355	43356	43357	43361	43362	43363	43364	43368	43369	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	43886	43887	43888	43889	43892	43893	43894	43895	43896	43899	43900	43901	43902	43903	43906	43907	43908	43909	43913	43914	43915	43916	43917	43920	43921	43922	43923	43924	43927	43928	43929	43930	43931	43934	43935	43936	43937	43938	43941	43942	43943	43944	43945	43948	43949	43951	43952	43958	43959	43962	43963	43964	43965	43966	43969	43970	43971	43972	43973	43976	43977	43978	43979	43980	43983	43984	43985	43986	43987	43990	43991	43992	43993	43994	43997	43998	43999	44000	44001	44004	44005	44006	44007	44008	44011	44012	44013	44014	44015	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027	44028	44029	44032	44033	44034	44039	44040	44041	44042	44043	44046	44047	44048	44049	44050	44054	44055	44056	44057	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	44081	44082	44083	44084	44085	44088	44089	44090	44091	44092	44097	44098	44099	44102	44103	44104	320	316.5	319.33333333333331	320.75	323.2	324.2	327.2	329.8	333.6	333.4	336.4	338.6	336	331.6	329.6	325.60000000000002	324	325	328.6	331	335.8	339.4	342.4	343.4	346.4	347	344.2	344.2	343	340.6	337.8	338.6	337.4	338.4	344.8	348.8	351.6	354	354.8	350.8	350.6	351.8	353.6	355	357.6	359.4	358.6	359.4	362.4	368	371.8	378.4	382	384	382.6	383	380.8	377.8	375.8	373.6	371.6	371.8	373.2	375	377	379.4	382.8	387	390.2	392.2	391.6	388.6	385.8	382.8	381.8	383	383.2	384.4	385.8	386.2	387.4	389.6	391	394.8	397.8	399.8	418	451.8	474.4	503	529.6	538.79999999999995	532	537.79999999999995	538.6	541.79999999999995	550	559.79999999999995	565.79999999999995	572.79999999999995	578.6	580.4	582.20000000000005	583.20000000000005	583.4	583.79999999999995	584.4	584.4	585.4	589.4	596.4	609.79999999999995	621.79999999999995	635.6	646	654.20000000000005	656.4	662.8	657.4	645.20000000000005	632.79999999999995	620.20000000000005	602.4	591.6	584.79999999999995	577.20000000000005	570.79999999999995	567.20000000000005	566.6	568.6	571.79999999999995	572.79999999999995	571.79999999999995	571	570.6	568	565.20000000000005	563.4	559.6	553.20000000000005	549	546.6	545.79999999999995	545.4	545.4	543.6	540.4	536.79999999999995	536.6	539.6	540.20000000000005	543.20000000000005	543.4	542.4	539.4	540.4	539.79999999999995	547	553.79999999999995	559.6	566.6	572	570.4	569.4	569.79999999999995	569.20000000000005	569.6	570.6	572	573.6	574.79999999999995	577.6	581.6	583	584.20000000000005	585	584.4	582.4	582	581	579.79999999999995	578.79999999999995	577	573.4	569.79999999999995	568.6	566.6	566.20000000000005	568.4	570	570.79999999999995	573.4	573.79999999999995	572.20000000000005	572.20000000000005	572.4	571.4	572	571.4	570.6	567.6	564.6	561.4	560.4	558.79999999999995	559.20000000000005	559.4	562.20000000000005	568.6	577.79999999999995	595	609.20000000000005	617.79999999999	995	620.4	621.20000000000005	611.6	603.4	598.20000000000005	594.79999999999995	590.6	588.6	588.20000000000005	587.79999999999995	586.20000000000005	585	583.4	586.20000000000005	588.4	592.4	595.6	598.4	597.6	596.79999999999995	594.79999999999995	593	591.6	590	588.6	589.4	590.79999999999995	591.20000000000005	592.4	594	595	594	593.79999999999995	592.79999999999995	594.4	593.79999999999995	594.4	593.79999999999995	595.6	594.79999999999995	595.79999999999995	597	599.79999999999995	600	599.6	599.20000000000005	600	600.79999999999995	601.6	604	607	612.4	617	623	631	637	640.4	643.6	647.6	648.6	648.20000000000005	647.20000000000005	646.4	643.6	640.20000000000005	638.20000000000005	635.79999999999995	633.20000000000005	633.4	635.4	638.20000000000005	641.79999999999995	646.79999999999995	648.20000000000005	649.20000000000005	651	652.4	655.6	659.8	664.2	669	675.2	680.6	685	689	690.8	694	695	697.2	698.8	701.2	702.2	706.8	719.8	733.4	750.8	778.4	805.6	854	899	946	974.6	997.2	989.8	984.4	960	944.4	926.4	909	892.2	892	888.2	885.8	887	892.6	901	913	935	955.8	971.2	978.6	985.2	983	979	978.4	978	977.6	981.8	984.4	985.6	989.2	990	990.6	992.4	992.6	993.4	995.4	994.6	963	941.2	927.8	908.8	893.4	913.6	923	924.2	932	939.6	942.6	944.8	945.4	936.4	924.6	912.2	898.2	883	873	863.4	850.8	843.2	837.6	834	831.6	831	829.4	827.2	823.8	816.2	807.4	792.4	776.6	763.8	757.2	760.6	769.4	774.6	779.6	783.8	783.8	782.4	787.4	793.2	796.8	792.2	787.2	780.4	773	767.6	763.6	762.2	760	757.8	754	753	754.2	755.4	756.4	757.8	759.8	760.2	762.2	762.	4	762.4	763	762	759.6	759.2	757.6	756.2	755	753.8	752.6	752	750.2	748.2	747.4	745.6	744.8	745.6	746.6	749.8	751.6	751.4	749.8	749.4	746.6	746	745.4	742.8	740.4	737.6	734.8	733.8	731.6	729.6	728.6	728	725.2	727.4	726.6	725.2	722.6	723.2	720.8	721.6	720	720.4	716.4	713	705.6	699.8	691.4	687	685	686.2	686.8	688.8	690.4	689.2	687.8	683.6	678.4	672.2	667.4	663.8	665.2	665.8	666	667	666.4	663.6	662.8	661.4	658.6	654.79999999999995	653.6	652.20000000000005	652	652.20000000000005	656	656.2	655	653.4	650.20000000000005	643.20000000000005	635.20000000000005	629.79999999999995	622.79999999999995	616.79999999999995	610.79999999999995	608.4	603.79999999999995	602.6	600.4	600.6	600.79999999999995	602.6	605.4	613.20000000000005	621	629.79999999999995	637.6	642.6	644.6	646.6	646	646	644.79999999999995	640	633.4	628.4	625	623.6	628	635.79999999999995	642	643.79999999999995	645	642.20000000000005	635.6	631.79999999999995	631.4	633	637	642.4	644.4	647.4	648.6	646.79999999999995	645.79999999999995	645.4	644	643.4	643.4	642.4	641.6	640.79999999999995	637.4	635.79999999999995	634.4	634	632.79999999999995	633.6	632.79999999999995	632.20000000000005	630.79999999999995	631.20000000000005	629.6	627.79999999999995	626	624.4	621	616	611	605	597.4	580.4	556.20000000000005	537.6	526	518.20000000000005	520.6	534.6	544.4	550.6	555.6	559.79999999999995	564.20000000000005	568	570	572.20000000000005	576.4	583.4	591.20000000000005	597.20000000000005	603	607.6	608	607.20000000000005	607.4	605.20000000000005	602.4	600.20000000000005	599.6	599	599.79999999999995	601.20000000000005	601.6	601.4	601.6	602	602	602.4	602.20000000000005	602.20000000000005	599.79999999999995	590	580.79999999999995	572.6	563.20000000000005	555	553.79999999999995	551	547	542	537.20000000000005	531	526.79999999999995	523.4	520.20000000000005	517.20000000000005	516.79999999999995	514	509.8	506	503.6	500	498.2	498.4	499.2	499.6	499.8	499.8	499	499.2	501	504.6	508.2	511.2	512	510.4	507.6	506.8	504.4	503.6	503.6	503.2	502	502	503	503.2	503.6	503	503.6	502.4	502.4	501.8	501	500.4	500.2	499.2	498.6	497.8	495.6	494.2	493	492.6	491.2	490.8	491.8	494.2	496.6	501.8	505.8	506.6	506.4	505.8	504.2	503.4	503.4	503.4	504	504	504.6	505.6	505.8	506	505.6	505.2	504.6	505	505.2	506.6	511.2	513.20000000000005	514	514.4	513.6	509.4	508.2	506.8	505.4	504.8	504	503.6	504	504.2	504	503.6	503.4	503	502.2	499.8	498.8	497.2	496.6	496.6	498	498.6	499.4	499.4	500.6	502.4	502.6	502.6	502.8	501.6	499.4	498.6	498.4	499.2	500	501.2	502.2	502.4	502.2	502.4	503	504.2	504.6	505	505	505	504.4	504.8	504.4	504.2	504.6	505.6	506.4	508	510.8	512.79999999999995	514.6	517	519.6	520.79999999999995	523	525.20000000000005	523.79999999999995	521.4	519	517	513.79999999999995	514.20000000000005	516.4	518.4	520.20000000000005	523.6	529.79999999999995	531.79999999999995	534.4	536.79999999999995	538.6	538.4	540.79999999999995	542.20000000000005	543.20000000000005	544.6	544.6	545.4	546.6	548	549.4	551.6	553.20000000000005	555	555.79999999999995	555.79999999999995	555.4	554.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	555.20000000000005	556	557.4	559	560.4	561.4	562	562.4	562	561.4	560.6	559.79999999999995	558.79999999999995	557.79999999999995	554.6	553.20000000000005	551.6	552.20000000000005	553.79999999999995	557.6	560.79999999999995	564.20000000000005	567.4	569.79999999999995	570.79999999999995	571.6	573	573.79999999999995	574	575.20000000000005	577	577.6	577	575.20000000000005	574.4	572.79999999999995	571.4	567.79999999999995	564	559.6	556.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	557.4	559.6	560.6	561	561	556.4	551.4	545.79999999999995	539.20000000000005	529.79999999999995	521.79999999999995	509.4	486.4	465.8	448.4	433.8	425.6	424.6	416.8	405.2	395	380.2	362	349.4	340.2	330.2	327.8	336.6	348.6	363.6	380.4	391.6	399.8	405.8	408.8	409.2	409.8	410.2	409.8	409.2	409	416.4	421.6	427	434.2	438.8	437.2	440.8	449.2	461.2	483.6	506	525	536.20000000000005	540.6	535.20000000000005	528	520.20000000000005	513.20000000000005	508.8	505.2	501.4	495	489.4	483.6	479.6	479.8	481	483.4	485.2	487	487.8	491.6	496.6	501	504	506.8	509.4	510	512.4	514	513.79999999999995	510.8	507.6	500.6	496.8	495.6	496.4	498	504.6	507.6	508.8	511.2	533	544.79999999999995	561	569.20000000000005	583	580.4	590	610.6	652.4	685.4	708.8	726.8	738.6	731.2	719.2	717.2	718.4	712.2	716.4	727.2	733.2	740	735.2	734.8	732.8	733.4	732	739.6	739.4	748.2	763.8	776.8	792.8	806.6	813.2	806.6	803.4	803.2	805.4	811.2	822	819.8	823.4	831.2	841.4	849.4	873	890.2	899.4	899.6	898	891.2	887.2	885.4	891	898.4	922	969.4	1000.6	1029	1075.2	1111.2	1106	









ジュンテンドー西舞鶴モール 配置図
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ジュンテンドー西舞鶴モール 全景
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農業分野の強化

32

農薬5.5億

肥料8.0億

種苗14.0億
機械13.5億

資材9.5億

出荷資材の強化

当社の農業分野の売上（50億円超）

農協専売品の品揃え拡大

農作物別専用肥料
の共同開発

機械修理の差別化

メーカー展示即売会



農業関連サービス、資格取得・研修の推進

33

サービス 店舗数

毒劇物取扱店舗 59
園芸機械修理ピット※ 79

除雪機取扱店舗 36

サービス店舗

※

・各店に交換用パーツを品揃え
・即日から3日間で修理対応

・年間修理件数20,000件
(2007年の年間4,700件から4.2倍)

資格取得者・研修受講者

資格 人数

毒物劇物取扱者 165
グリーン アドバイザー 44

研修 受講者

刈払い機 425
チェーンソー 233

耕運機 386
除雪機 96



大庭店 農業用品売り場

34

簡単修理は即日
修理。



北栄店 農薬売り場

35



西舞鶴モール店 工具売り場

36



西舞鶴モール店 資材売り場
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西舞鶴モール店 ワーキング売り場

38



2021年以降の計画

大型ホームセンター(800～2000坪)の出店

鳥取市気高町（鳥取県）

加西市（兵庫県）

京丹波町（京都府）

39



当社の株価推移
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2020/10/16

９４６円


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







年度別店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





直近5年間店舗数(業態別)



																		業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ																																														(店) テン

														(店) テン						2015/2期 キ		2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ

						2015年2月末 ネン ツキ マツ		２０１５年３月 ～ ２０２０年２月 ネン ツキ ネン ツキ						2020年2月末 ネン ツキ マツ						2015.2.28		2015.3.1～
2016.2.29						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29

				　業　態 ゴウ タイ		店 舗 数 テン ホ スウ		新 店 シン テン		閉 店 ヘイ テン		事業譲渡 ジギョウ ジョウト		店 舗 数 テン ホ スウ				　業　態 ゴウ タイ		店舗数 テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		１３３		７		１４				１２６				ホームセンター		133		2		3		132		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126

				イエローハット		４						４		０				イエローハット		4						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア		８				２		６		０				ドラッグストア		8						8						8				1		7				7		0						0

				ブックセンター		６				２				４				ブックセンター		6						6				2		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		１５１		７		１８		１０		１３０				　　合　計 ゴウ ケイ		151		2		3		150		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130



										　     　売　場　面　積 ウリ バ メン セキ

										　　　　[㎡]  		　　　　[坪]   ツボ

						福知山店 (京都府福知山市) フクチヤマ テン キョウトフ フクチヤマ シ				2,676		809

						大庭店 (島根県松江市) オオバ テン シマネケン マツエ シ				4,220		1,277

						古屋店 (和歌山県和歌山市) コヤ テン ワカヤマ ケン ワカヤマ シ				2,607		789

						豊栄店 (広島県東広島市) トヨサカ テン ヒロシマ ケン ヒガシ ヒロシマ シ				2,606		788

						北栄店 (鳥取県東伯郡北栄町) ホクエイ テン トットリ ケン トウハク グン ホクエイ チョウ				2,926		885

						安来店 (島根県安来市) ヤスギ テン シマネケン ヤスギシ				2,727		825

						西舞鶴モール店 (京都府舞鶴市) ニシマイヅル テン キョウト フ マイヅル シ				6,356		1,923







西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年10月16日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/10/16) カブカ		946		1243		1763		3170

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		1.0570824524





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(2Q_BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ				2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ				2015.8.81現在 ゲンザイ		2016.8.31現在		2017.8.31現在 ゲンザイ		2018.8.31現在 ゲンザイ		2019.8.31現在 ゲンザイ		2020.8.31現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438				13591159		13879517		14148170		14347223		14821709		16348267

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212				1075190		805739		1067037		971959		1519956		3375747

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031				203504		163474		167555		169288		210752		291415

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936				11375445		11973670		11998640		12113272		12472015		12069893

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259				937020		936634		914938		1092704		618986		611212

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730				20592438		20481402		20193330		20853086		21253385		20482720

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040				15460033		15625429		15464623		16281519		16492189		15892530

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086				8538445		8681412		8542290		8436251		9416511		8979874

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029				6081868		6087434		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568				208216		86645		111660		257092		367321		315895

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357				631504		769938		761511		1574108		718680		607732

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474				736840		692864		740879		619774		650925		439834

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216				4395563		4163108		3987828		3951792		4110271		4150354

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732				11843682		11576958		12037901		12300096		13682088		13033422

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615				6773699		6970527		6984734		7052648		7342901		8151996

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000				900000		600000		800000		600000		1200000		0

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500				2039640		2167343		2279891		2367560		3295617		2405262

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617				2130343		1839088		1973276		2279888		1843570		2476164

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181				11820873		12020954		11343253		11951793		11612752		11979441

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854				8390827		8557070		7749337		8129077		7662290		8183914

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612				97143		60071		72703		231233		341790		281136

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934				2522184		2525691		2519047		2498152		2400535		2391280

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781				810719		878122		1002166		1093331		1208137		1123111

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913				23664556		23597912		23381154		24251889		25294841		25012864

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255				10519040		10763006		10960346		10948420		10780253		11818123

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255				4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241				3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361				2346139		2633807		2806055		2791643		2665036		3696284

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036				-114570		-115175		-115423		-115889		-115969		-116062

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566				63975		20878		46218		49170		7690		14405

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000



												23090.736						23410.779						23254.301						23116.854						22208.731						25893.561

												22258.131						22573.644						22431.378						22302.994						21351.475						24965.721

												669.602						730.738						678.936						500.926						436.502						1933.334

												606.353						677.33						636.187						482.409						411.305						1913.693





PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224
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株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44120x1F		988		988		925		946		52,500		946

		reserved-44119x1F		997		997		965		974		39,000		974

		reserved-44118x1F		956		988		950		982		57,200		982

		reserved-44117x1F		985		1,012		945		950		94,500		950

		reserved-44116x1F		1,005		1,033		973		1,000		174,600		1,000

		reserved-44113x1F		1,080		1,115		1,071		1,095		116,300		1,095

		reserved-44112x1F		1,070		1,090		1,058		1,075		58,500		1,075

		reserved-44111x1F		1,081		1,083		1,048		1,051		47,400		1,051

		reserved-44110x1F		1,121		1,121		1,071		1,089		39,400		1,089

		reserved-44109x1F		1,108		1,134		1,088		1,120		65,100		1,120

		reserved-44106x1F		1,111		1,138		1,064		1,070		53,600		1,070

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,109		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,121		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,111		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,088		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,081		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,086		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,062		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		1,034		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		1,020		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		1,000		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		970		1,010		946		52500
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株価グラフ (2)

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		調整後終値*		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		313		317		313		600

		reserved-42613x1F		325		319		325		700

		reserved-42614x1F		325		321		325		200

		reserved-42615x1F		333		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		325		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		328		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		338		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		344		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		332		328		332		300

		reserved-42626x1F		340		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		325		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		322		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		322		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		320		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		331		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		330		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		340		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		334		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		344		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		349		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		345		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		345		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		349		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		335		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		345		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		339		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		337		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		333		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		339		337		339		400

		reserved-42663x1F		344		337		344		100

		reserved-42664x1F		369		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		353		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		353		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		351		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		348		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		349		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		352		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		359		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		360		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		362		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		361		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		355		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		364		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		370		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		390		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		380		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		388		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		380		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		382		363		382		200

		reserved-42698x1F		377		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		367		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		370		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		372		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		378		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		374		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		379		370		379		900

		reserved-42710x1F		382		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		384		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		395		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		395		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		395		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		381		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		380		380		380		700

		reserved-42720x1F		381		381		381		100

		reserved-42723x1F		380		382		380		800

		reserved-42724x1F		387		381		387		300

		reserved-42725x1F		387		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		381		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		387		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		387		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		389		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		393		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		392		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		394		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		406		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		404		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		403		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		483		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		563		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		519		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		547		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		536		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		529		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		529		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		548		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		551		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		552		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		570		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		578		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		578		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		586		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		581		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		579		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		587		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		587		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		583		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		582		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		587		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		588		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		607		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		618		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		649		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		647		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		657		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		659		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		659		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		660		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		679		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		630		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		598		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		597		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		597		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		590		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		576		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		564		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		559		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		565		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		572		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		573		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		574		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		575		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		570		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		567		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		569		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		572		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		562		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		556		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		558		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		550		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		540		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		541		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		544		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		554		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		548		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		540		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		532		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		528		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		536		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		547		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		555		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		535		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		537		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		540		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		573		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		576		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		569		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		575		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		567		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		565		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		571		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		571		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		572		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		569		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		570		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		578		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		579		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		578		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		583		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		590		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		585		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		585		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		582		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		580		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		580		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		583		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		580		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		576		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		575		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		571		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		565		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		562		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		570		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		565		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		569		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		576		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		574		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		578		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		571		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		568		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		570		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		575		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		573		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		574		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		565		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		566		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		560		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		558		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		558		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		558		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		562		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		572		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		592		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		604		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		648		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		630		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		615		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		605		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		608		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		600		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		589		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		589		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		588		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		587		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		590		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		587		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		587		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		580		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		581		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		582		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		601		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		598		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		600		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		597		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		596		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		597		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		594		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		590		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		588		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		589		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		589		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		587		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		594		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		595		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		595		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		595		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		599		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		590		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		590		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		590		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		603		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		596		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		593		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		587		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		599		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		599		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		601		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		599		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		601		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		597		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		603		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		605		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		604		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		609		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		614		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		630		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		628		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		634		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		649		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		644		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		647		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		654		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		654		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		642		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		642		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		640		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		640		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		637		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		632		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		630		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		627		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		641		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		647		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		646		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		648		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		652		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		652		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		655		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		655		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		668		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		669		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		674		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		679		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		686		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		695		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		691		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		694		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		688		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		702		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		700		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		702		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		702		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		700		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		707		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		723		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		767		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		770		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		787		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		845		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		859		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		1,009		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		995		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		1,022		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		988		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		972		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		972		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		968		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		900		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		910		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		882		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		885		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		884		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		899		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		891		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		870		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		891		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		912		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		941		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		951		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		980		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		995		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		989		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		978		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		984		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		969		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		975		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		986		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		976		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		982		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		990		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		988		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		992		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		994		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		986		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		993		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		997		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		998		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		996		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		989		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		839		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		884		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		931		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		901		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		912		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		940		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		931		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		937		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		940		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		950		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		955		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		942		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		940		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		895		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		891		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		893		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		872		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		864		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		845		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		843		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		830		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		834		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		836		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		827		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		831		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		827		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		826		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		825		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		810		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		793		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		783		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		751		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		746		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		746		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		760		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		800		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		795		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		772		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		771		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		781		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		800		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		788		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		797		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		800		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		799		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		777		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		763		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		763		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		763		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		772		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		757		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		756		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		752		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		752		773		752		500

		reserved-43215x1F		753		772		753		500

		reserved-43216x1F		752		771		752		500

		reserved-43217x1F		762		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		758		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		757		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		760		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		762		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		764		769		764		900

		reserved-43230x1F		768		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		758		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		760		768		760		800

		reserved-43235x1F		765		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		759		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		756		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		756		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		752		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		758		759		758		600

		reserved-43243x1F		753		759		753		300

		reserved-43244x1F		750		758		750		700

		reserved-43245x1F		750		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		749		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		749		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		743		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		746		756		746		800

		reserved-43252x1F		741		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		753		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		748		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		762		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		750		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		744		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		745		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		746		752		746		800

		reserved-43265x1F		748		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		747		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		741		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		732		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		734		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		734		747		734		600

		reserved-43273x1F		733		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		736		745		736		800

		reserved-43277x1F		721		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		724		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		730		741		730		500

		reserved-43283x1F		722		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		732		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		720		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		722		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		717		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		725		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		720		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		724		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		714		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		719		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		705		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		703		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		687		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		685		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		677		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		683		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		693		716		693		900

		reserved-43307x1F		693		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		688		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		687		710		687		700

		reserved-43312x1F		691		708		691		800

		reserved-43313x1F		687		707		687		900

		reserved-43314x1F		686		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		667		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		661		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		660		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		663		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		668		693		668		900

		reserved-43322x1F		674		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		664		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		661		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		668		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		665		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		660		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		660		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		654		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		654		673		654		600

		reserved-43335x1F		646		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		653		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		653		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		655		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		665		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		655		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		647		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		645		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		639		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		630		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		615		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		620		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		610		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		609		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		600		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		603		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		597		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		604		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		598		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		604		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		606		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		618		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		637		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		640		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		648		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		645		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		647		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		650		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		645		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		645		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		637		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		623		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		617		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		620		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		628		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		630		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		645		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		656		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		651		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		637		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		636		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		631		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		623		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		635		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		644		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		651		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		650		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		642		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		650		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		650		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		642		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		645		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		640		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		643		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		647		639		647		800

		reserved-43423x1F		642		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		640		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		636		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		639		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		630		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		634		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		633		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		627		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		635		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		626		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		621		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		621		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		619		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		618		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		601		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		596		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		591		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		581		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		533		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		480		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		503		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		533		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		542		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		545		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		550		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		552		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		564		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		567		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		566		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		572		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		571		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		574		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		578		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		587		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		607		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		610		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		604		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		607		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		610		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		609		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		606		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		605		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		596		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		596		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		598		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		603		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		602		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		603		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		600		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		602		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		603		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		603		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		601		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		603		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		590		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		554		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		556		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		560		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		556		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		549		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		548		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		542		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		540		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		531		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		525		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		517		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		521		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		515		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		510		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		515		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		507		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		502		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		496		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		498		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		497		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		503		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		500		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		498		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		498		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		501		513		501		700

		reserved-43564x1F		509		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		516		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		516		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		514		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		505		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		501		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		502		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		512		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		502		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		500		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		506		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		506		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		502		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		502		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		505		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		500		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		499		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		499		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		499		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		497		504		497		900

		reserved-43608x1F		496		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		495		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		491		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		492		501		492		800

		reserved-43614x1F		491		500		491		900

		reserved-43615x1F		494		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		488		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		489		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		497		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		503		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		506		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		514		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		509		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		501		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		502		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		503		499		503		600

		reserved-43630x1F		506		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		505		499		505		700

		reserved-43634x1F		501		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		502		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		506		500		506		500

		reserved-43637x1F		506		500		506		700

		reserved-43640x1F		508		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		503		501		503		200

		reserved-43643x1F		507		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		504		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		506		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		503		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		508		504		508		900

		reserved-43651x1F		511		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		529		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		509		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		510		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		507		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		508		507		508		900

		reserved-43663x1F		507		507		507		500

		reserved-43664x1F		502		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		503		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		504		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		505		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		503		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		502		507		502		500

		reserved-43677x1F		504		507		504		200

		reserved-43678x1F		502		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		500		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		491		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		497		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		496		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		499		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		500		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		500		503		500		900

		reserved-43692x1F		500		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		506		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		507		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		501		502		501		700

		reserved-43699x1F		500		501		500		700

		reserved-43700x1F		500		501		500		300

		reserved-43703x1F		500		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		496		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		497		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		499		500		499		700

		reserved-43707x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		502		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		500		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		503		500		503		900

		reserved-43717x1F		505		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		505		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		508		501		508		700

		reserved-43720x1F		502		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		505		502		505		400

		reserved-43728x1F		504		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		503		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		507		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		510		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		508		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		511		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		518		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		517		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		519		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		520		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		524		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		524		509		524		700

		reserved-43748x1F		528		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		530		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		513		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		512		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		512		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		518		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		515		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		523		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		522		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		527		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		531		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		546		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		533		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		535		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		539		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		540		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		545		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		545		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		544		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		547		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		549		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		548		532		548		900

		reserved-43788x1F		551		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		554		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		556		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		557		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		557		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		555		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		554		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		554		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		551		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		557		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		558		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		556		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		558		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		558		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		565		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		565		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		561		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		560		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		563		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		562		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		557		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		557		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		555		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		546		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		550		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		549		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		558		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		566		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		565		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		566		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		566		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		574		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		578		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		570		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		570		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		578		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		579		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		576		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		579		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		576		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		575		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		570		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		572		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		571		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		569		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		557		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		551		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		550		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		554		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		559		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		560		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		564		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		561		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		559		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		560		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		541		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		536		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		531		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		528		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		513		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		501		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		474		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		416		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		425		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		426		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		428		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		433		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		411		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		386		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		368		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		377		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		359		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		320		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		323		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		322		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		327		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		347		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		364		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		383		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		397		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		411		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		403		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		405		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		413		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		412		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		413		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		406		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		407		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		411		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		412		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		443		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		433		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		438		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		445		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		435		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		435		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		451		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		480		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		505		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		547		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		547		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		546		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		527		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		520		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		511		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		507		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		501		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		505		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		502		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		492		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		475		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		473		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		476		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		482		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		493		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		485		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		491		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		497		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		500		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		510		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		507		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		506		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		511		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		513		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		513		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		519		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		510		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		498		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		497		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		484		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		495		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		504		497		504		900

		reserved-44001x1F		502		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		505		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		517		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		510		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		510		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		514		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		614		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		576		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		591		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		551		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		601		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		624		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		694		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		760		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		748		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		718		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		714		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		753		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		723		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		688		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		708		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		720		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		722		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		744		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		742		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		738		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		754		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		698		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		742		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		732		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		741		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		747		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		736		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		741		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		776		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		819		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		812		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		816		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		810		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		809		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		786		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		796		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		815		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		821		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		838		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		840		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		785		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		833		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		860		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		889		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		880		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		903		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		919		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		906		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		890		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		872		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		869		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		899		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		897		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		918		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		909		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		987		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		1,136		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,053		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,060		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,140		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,167		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,110		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,070		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,120		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,089		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,051		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,075		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,095		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,000		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		950		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		982		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		974		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		946		1,010		946		52500
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時価総額推移（2000年以降）
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同規模ホームセンター比較
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（百万円）

ジュンテンドー エンチョー セキチュー カンセキ

売上高 42,375 37,036 30,736 36,304

経常利益 250 113 545 1,643

自己資本比率 29.7% 23.8% 56.1% 29.1%

時価総額 7,881 8,524 9,848 25,519

決算期 2020/02 2020/03 2020/02 2020/02

*時価総額は、2020年10月16日株価より


PP(売上前年比推移)



				売上高前年比推移 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ スイイ

																														(%)

								2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

								2016.3.1～
2017.2.28		2017.3.1～
2018.2.28		2018.3.1～
2019.2.28		2019.3.1～
2020.2.29		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年
7月 ネン ツキ		2020年
8月 ネン ツキ		2020年
9月 ネン ツキ		2020.3.1～
2020.9.30

				売上高 ウリアゲ ダカ		HC既存店 キゾン テン		99.7		100.6		100.1		100.0		107.8		113.0		125.9		125.3		111.5		121.3		93.8		113.9

						HC全店 ゼンテン		101.0		101.1		99.7		100.6		106.7		112.1		123.9		125.8		111.8		121.7		94.2		113.6

				客数 キャクスウ		HC既存店 キゾン テン		97.9		98.6		98.4		98.8		110.3		113.0		116.8		112.1		105.8		113.5		103.7		111.0

						HC全店 ゼンテン		98.9		98.9		97.8		98.5		108.9		112.1		115.5		112.7		106.3		114.1		104.2		110.7

				客単価 キャクタンカ		HC既存店 キゾン テン		101.9		102.0		101.7		101.2		97.8		100.0		107.8		111.8		105.4		106.8		90.4		102.7

						HC全店 ゼンテン		102.1		102.2		101.9		102.1		98.0		100.0		107.3		111.6		105.2		106.7		90.4		102.6

				売上高 ウリアゲ ダカ		全店舗 ゼン テンポ		100.5		99.8		99.0		97.2		106.7		112.2		124.0		125.1		111.7		121.3		94.1		113.4







販管費6期推移(年間)



				販管費の推移(年間累計) ハンカン ヒ スイイ ネンカン ルイケイ

																												(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ						2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ				単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン		単位：円 タンイ エン

				人件費 ジンケンヒ		5,676		100		5,687		100		5,793		102		5,891		104		5,841		103		5,936		105				5676480931		5687582877		5793377419		5891275002		5841683412		5936864119

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		938		100		928		99		903		96		903		96		879		94		906		97				938505305		928811283		903837313		903255754		879500011		906984563

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		761		100		720		95		661		87		619		81		617		81		577		76				761769109		720626097		661128457		619031242		617360568		577107356

				賃借料 チンシャクリョウ		2,856		100		2,785		98		2,783		97		2,767		97		2,745		96		2,732		96				2856608025		2785934198		2783107266		2767086482		2745361303		2732026544

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,135		100		1,046		92		1,062		94		981		86		974		86		1,055		93				1135482032		1046256306		1062358507		981746659		974294052		1055017041

				リース料 リョウ		130		100		87		67		67		52		86		66		104		80		105		81				130181422		87592795		67717934		86209154		104097598		105877154

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		199		100		201		101		227		114		261		131		231		116		244		123				199570868		201052478		227834401		261674673		231178755		244105319

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		231		100		235		102		238		103		243		105		255		110		287		124				231656904		235377256		238002525		243571514		255190022		287837287

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		437		100		464		106		470		108		462		106		457		105		464		106				437397077		464841487		470962054		462615942		457367451		464547735

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		336		100		337		100		356		106		363		108		426		127		416		124				336374707		337991373		356696505		363139483		426064201		416238374

				その他 タ		1,020		100		956		94		963		94		921		90		883		87		985		97				1015054151		950858953		958155460		918122842		879918723		980843905

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		13,719		100		13,446		98		13,523		99		13,497		98		13,412		98		13,707		100				13719080531		13446925103		13523177841		13497728747		13412016096		13707449397







販管費6期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																																				(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2014/2期 キ				2015/2期 キ				2016/2期 キ				2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2013.3.1～
2013.8.31		指数 シスウ		2014.3.1～
2014.8.31		指数 シスウ		2015.3.1～
2015.8.31		指数 シスウ		2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,856		100		2,847				2,880		100		2,920		101		2,921		101		2,982		104		2,885		100		2,888		100

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		466		100		502				508		100		487		96		473		93		489		96		463		91		340		67

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		361		100		348				331		100		302		91		304		92		273		82		256		77		222		67

				賃借料 チンシャクリョウ		1,438		100		1,394				1,393		100		1,386		99		1,368		98		1,379		99		1,305		94		1,269		91

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		556		100		514				508		100		493		97		468		92		487		96		573		113		575		113

				リース料 リョウ		71		100		49				41		100		38		93		54		132		54		132		63		154		67		163

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		93		100		105				120		100		156		130		128		107		127		106		104		87		96		80

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		115		100		118				119		100		121		102		128		108		141		118		147		124		152		128

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		221		100		234				238		100		238		100		237		100		240		101		239		100		257		108

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		167		100		164				162		100		178		110		216		133		203		125		199		123		219		135

				その他 タ		485		100		479				512		100		490		96		469		92		530		104		446		87		408		80

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,829		100		6,754				6,812		100		6,809		100		6,766		99		6,905		101		6,680		98		6,493		95







販管費3期推移(上期)



				販管費の推移(第２四半期累計) ハンカン ヒ スイイ ダイ シハンキ ルイケイ

																								(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2017/2期 キ				2018/2期 キ				2019/2期 キ				2020/2期 キ				2021/2期 キ

						2016.3.1～
2016.8.31		指数 シスウ		2017.3.1～
2017.8.31		指数 シスウ		2018.3.1～
2018.8.31		指数 シスウ		2019.3.1～
2019.8.31		指数 シスウ		2020.3.1～
2020.8.31		指数 シスウ

				人件費 ジンケンヒ		2,920		100		2,921		100		2,982		100		2,885		97		2,888		97

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		487		100		473		97		489		100		463		95		340		70

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		302		100		304		101		273		100		256		94		222		81

				賃借料 チンシャクリョウ		1,386		100		1,368		99		1,379		100		1,305		95		1,269		92

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		100		468		95		487		100		573		118		575		118

				リース料 リョウ		38		100		54		142		54		100		63		117		67		124

				消耗品費 ショウモウヒン ヒ		156		100		128		82		127		100		104		82		96		76

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		121		100		128		106		141		100		147		104		152		108

				配送業務委託料 ハイソウ ギョウム イタクリョウ		238		100		237		100		240		100		239		100		257		107

				租税公課・事業税 ソゼイ コウカ ジギョウゼイ		178		100		216		121		203		100		199		98		219		108

				その他 タ		490		100		469		96		530		100		446		84		408		77

				販管費合計 ハンカン ヒ ゴウケイ		6,809		100		6,766		99		6,905		100		6,680		97		6,493		94







年度別店舗数(業態別)



				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

																																		(店) テン

						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29						2020.3.1～
2020.9.30

				　業　態 ゴウ タイ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		９月末
店舗数 ツキ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126		1				127

				イエローハット						4				4		0						0						0						0

				ドラッグストア						8				1		7				7		0						0						0

				ブックセンター				2		4						4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130		1				131





直近5年間店舗数(業態別)



																		業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ

				業態別店舗数 ギョウタイ ベツ テンポ スウ																																														(店) テン

														(店) テン						2015/2期 キ		2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ

						2015年2月末 ネン ツキ マツ		２０１５年３月 ～ ２０２０年２月 ネン ツキ ネン ツキ						2020年2月末 ネン ツキ マツ						2015.2.28		2015.3.1～
2016.2.29						2016.3.1～
2017.2.28						2017.3.1～
2018.2.28						2018.3.1～
2019.2.28						2019.3.1～
2020.2.29

				　業　態 ゴウ タイ		店 舗 数 テン ホ スウ		新 店 シン テン		閉 店 ヘイ テン		事業譲渡 ジギョウ ジョウト		店 舗 数 テン ホ スウ				　業　態 ゴウ タイ		店舗数 テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ		新店 シンテン		閉店 ヘイテン		期末
店舗数 キ マツ テンポ スウ

				ホームセンター		１３３		７		１４				１２６				ホームセンター		133		2		3		132		2		2		132		1		2		131		2		5		128				2		126

				イエローハット		４						４		０				イエローハット		4						4						4				4		0						0						0

				ドラッグストア		８				２		６		０				ドラッグストア		8						8						8				1		7				7		0						0

				ブックセンター		６				２				４				ブックセンター		6						6				2		4						4						4						4

				　　合　計 ゴウ ケイ		１５１		７		１８		１０		１３０				　　合　計 ゴウ ケイ		151		2		3		150		2		4		148		1		7		142		2		12		132				2		130



										　     　売　場　面　積 ウリ バ メン セキ

										　　　　[㎡]  		　　　　[坪]   ツボ

						福知山店 (京都府福知山市) フクチヤマ テン キョウトフ フクチヤマ シ				2,676		809

						大庭店 (島根県松江市) オオバ テン シマネケン マツエ シ				4,220		1,277

						古屋店 (和歌山県和歌山市) コヤ テン ワカヤマ ケン ワカヤマ シ				2,607		789

						豊栄店 (広島県東広島市) トヨサカ テン ヒロシマ ケン ヒガシ ヒロシマ シ				2,606		788

						北栄店 (鳥取県東伯郡北栄町) ホクエイ テン トットリ ケン トウハク グン ホクエイ チョウ				2,926		885

						安来店 (島根県安来市) ヤスギ テン シマネケン ヤスギシ				2,727		825

						西舞鶴モール店 (京都府舞鶴市) ニシマイヅル テン キョウト フ マイヅル シ				6,356		1,923







西舞鶴モール

				名称 メイショウ		ジュンテンドー西舞鶴モール ニシマイヅル



				所在地 ショザイチ		京都府　舞鶴市　字女布　小字馬場　2番172ほか キョウトフ マイヅルシ アザ ニョウ コアザ ババ バン



				開発面積 カイハツ メンセキ		50,627㎡		（開発道路を含む） カイハツ ドウロ フク



				敷地面積 シキチ メンセキ		43,319㎡

														建築面積㎡ ケンチク メンセキ

				店舗数 テンポ スウ		6店 テン		(Ａ棟) トウ		ジュンテンドー		ホームセンター		7,078

								(Ｂ棟) トウ		西松屋チェーン ニシマツヤ		衣料品 イリョウヒン		1,060

								(Ｃ棟) トウ		ユニクロ		衣料品 イリョウヒン		1,210

								(Ｄ棟) トウ		大創産業 ダイソウ サンギョウ		雑貨店 ザッカ テン		845

								(Ｅ棟) トウ		さとう		スーパーマーケット		1,578

								(Ｆ棟) トウ		キリン堂 ドウ		ドラッグストア		1,032

														12,803

				駐車台数 チュウシャ ダイスウ		938台 ダイ

				開店日 カイテン テイジツ		　　 2019年2月20日 ネン ガツ ニチ





Sheet1



						商圏
世帯数 ショウケン セタイ スウ		世帯数
比率 セタイスウ ヒリツ

				一次商圏(車10分圏内) イチジ ショウケン クルマ フン ケンナイ		8,953		13%

				二次商圏(車10分～20分圏内) ニジ ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		11,010		16%

				三次商圏(車20分～40分圏内) サン ショウケン クルマ フン フン ケンナイ		38,380		57%

				その他(40分以上、他) タ フン イジョウ タ		9,537		14%

				　　　合　　　計 ゴウ ケイ		67,880		100%







PP(HC一覧)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2019年度 ネンド																						2018年度 ネンド																						2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		429,857		4.4								25,992				219				1		2		411,575										29,440				216				1		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		340,729		4.1								19,461				372				3		2		327,433										18,586				346				3		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				3		コメリ		新潟 ニイガタ		3		335,276		0.7								16,684				1,197				2		3		332,972										13,704				1,192				2		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		217,753		-2.5								8,964				358				4		3		223,246										7,525				366				4		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		196,886		4.8								9,389				102				5		3		187,830										10,112				96				5		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		166,984		-1.6								7,799				193				6		2		169,674										6,889				191				6		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		146,387		0.1								9,143				60				7		8		146,271										10,541				59				7		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		125,362		-0.3								9,140				17				9		6		125,769										8,603				17				8		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		124,902		-3.1								6,451				172				8		2		128,844										7,166				173				10		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				10		ケーヨー		千葉 チバ		2		107,628		-6.3								1,219				172				10		2		114,838										-753				177				9		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				11		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		88,884		0.4												57				11		3		88,497														58				12		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				12		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		82,067		-5.8								3,025				144				12		2		87,154										3,440				146				11		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,516		-1.0								5,851				51				13		2		77,297										6,699				48				13		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		51,675		0.2								1,082				20				14		3		51,564										890				21				15		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		サンデー		青森 アオモリ		2		49,301		0.9								405				104				15		2		48,876										230				105				16		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		43,502		4.9								1,024				90				17		2		41,453										180				86				18		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		42,375		-2.6								250				130				16		2		43,152										-32				132				17		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		カンセキ		栃木 トチギ		2		37,081		7.7								1,631				73				20		2		34,417										1,175				72				21		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				19		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,990		-3.0								37				52				18		3		38,120										410				26				20		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		35,576		-2.6								649				31				19		5		36,513										956				30				19		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,209		0.5								2,299				11				21		6		31,050										2,328				11				22		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				22		セキチュー		群馬 グンマ		2		30,736		-0.2								545				31				22		2		30,784										414				31				23		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,587		-1.3								167				118				23		9		29,981										148				111				24		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		26,192		-0.5												23				24		8		26,200										ー				22				25		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				25		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		19,149		-2.4								263				22				25		2		19,624										470				23				26		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				26		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		18,650		0.3								990				6				26		2		18,592										800				5				27		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				27		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		18,422		6.9								816				10				28		9		17,225										739				10				29		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,527		0.2												12				27		2		17,484										ー				12				28		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		スカイグリーン		東京 トウキョウ		6		15,873		-5.6								195				15				29		6		16,820										239				18				30		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		15,350		6.4								1,209				22				32		2		14,420										785				22				34		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,170		1.1								206				30				31		2		15,011										220				29				31		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,058		-0.5								121				18				30		2		15,129										131				17				32		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,148		-4.1								136				16				33		2		13,707										181				17				33		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

						ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3																						3																				35		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3																						3																				14		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																						2																						2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																						2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																						2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2020.8.5号 シュッショ ニッケイ ゴウ																																												(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(時価他社比較)

		同規模クラス比較 ドウキボ ヒカク

												（百万円） ヒャクマンエン

						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		42,375		37,036		30,736		36,304

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1,643

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				決算期 ケッサン キ		2020/02		2020/03		2020/02		2020/02

						*時価総額は、2020年10月16日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,904		41,497		33,729		31,895

				営業利益 エイギョウ リエキ		687		425		704		1018

				経常利益 ケイジョウ リエキ		576		209		869		753

				純利益 ジュン リエキ		241		90		477		347

				1株益 カブ エキ		12		6.6		43.6		23.5

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		3		10		15		4

				時価総額 ジカ ソウガク		2660		6330		6700		4230

						*時価総額は、会社四季報（2016年8月29時点）より ジカ ソウガク カイシャ シキホウ ネン ツキ ジテン



				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		44078		39686		33592		32254

				営業利益 エイギョウ リエキ		572		524		821		841

				経常利益 ケイジョウ リエキ		477		331		962		600

				純利益 ジュン リエキ		238		99		508		173

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.1%		23.9%		57.9%		22.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		13714995		11172300		8050000

				株価(2017/9/30) カブカ		634		434		691		788

				時価総額 ジカ ソウガク		5,282		5,952		7,720		6,343

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,066,463		13678874		10773941		14715050

				1株益 カブ エキ		29.60		7.29		47.17		11.78

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		26.8868133333



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		43924		39078		31976		33196

				営業利益 エイギョウ リエキ		411		562		306		959

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				純利益 ジュン リエキ		206		278		180		416

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497.5		5586150		8050000

				株価(2018/9/28) カブカ		637		875		1170		1175

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,948		13677256		5385992		7167266

				1株益 カブ エキ		25.65		20.37		16.78		58.11

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		10.00		10.00

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2018/2/28) カブカ		893

				時価総額(2018/2/28) ジカ ソウガク		7,440



						40.32713



						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		43,924		39,078		31,976		33,196

				経常利益 ケイジョウ リエキ		349		379		393		776

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		31.3%		24.6%		57.0%		23.9%

				時価総額 ジカ ソウガク		5,307		6,000		6,536		9,459

				決算期 ケッサン キ		2018/02		2018/03		2018/02		2018/02

						*時価総額は、2018年9月28日株価より ジカ ソウガク ネン ツキ ニチ カブカ





						ジュンテンドー		エンチョー		セキチュー		カンセキ

				コード		9835		8208		9976		9903

				売上高 ウリアゲ ダカ		42375		37036		30736		36304

				営業利益 エイギョウ リエキ		291		274		468		1744

				経常利益 ケイジョウ リエキ		250		113		545		1643

				純利益 ジュン リエキ		86		-391		288		1015

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		29.7%		23.8%		56.1%		29.1%

				発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		8331164		6857497		5586150		8050000

				株価(2020/10/16) カブカ		946		1243		1763		3170

				時価総額 ジカ ソウガク		7,881		8,524		9,848		25,519

				発行済株式数(期中平均) ハッコウ スミ カブシキ スウ キチュウ ヘイキン		8,065,240		6838229		5385958		6985460

				1株益 カブ エキ		10.77		(57.30)		53.61		145.39

				1株配当（円） カブ ハイトウ エン		10.00		15.00		20.00		12.5

								(連結) レンケツ				(連結) レンケツ

				株価(2020/2/28) カブカ		416

				時価総額(2020/2/29) ジカ ソウガク		3,466

				配当性向予想 ハイトウ セイコウ ヨソウ		7.6811057143

				配当利回り ハイトウ リマワ		1.0570824524





PP(農業資材マーケット)



				日本の農業資材マーケットの現状 ニホン ノウギョウ シザイ ゲンジョウ

				ルート
系　統														系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

						JA全農→単協→農家 ゼンノウ タン キョウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

																農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

																出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						商系→単協→農家 ショウケイ タン キョウ ノウカ		３,０００億円 オクエン

																農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン

						合      計 ゴウ ケイ		１.５兆円 チョウ エン









																		系統取扱高 ケイトウ トリアツカ ダカ		シェア

				ルート
系　統 ケイ トウ		JA全農→単農→農家 ゼンノウ タン ノウ ノウカ		７,０００億円 オクエン								肥料 ヒリョウ		3,000億円 オクエン		74%

						商系→単農→農家 ショウケイ タン ノウ ノウカ		３,０００億円 オクエン								農薬 ノウヤク		2,400億円 オクエン		60%

				ルート
商　系 ショウ ケイ		商系(ＨＣ含む)→農家 ショウケイ フク ノウカ		５,０００億円 オクエン								出荷
園芸資材 シュッカ エンゲイ シザイ		2,500億円 オクエン		80%

						合計 ゴウケイ		１.５兆円 チョウ エン								農業機械 ノウギョウ キカイ		1,900億円 オクエン		50%







PP(2Q_BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ				2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ		2021/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ				2015.8.81現在 ゲンザイ		2016.8.31現在		2017.8.31現在 ゲンザイ		2018.8.31現在 ゲンザイ		2019.8.31現在 ゲンザイ		2020.8.31現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438				13591159		13879517		14148170		14347223		14821709		16348267

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212				1075190		805739		1067037		971959		1519956		3375747

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031				203504		163474		167555		169288		210752		291415

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936				11375445		11973670		11998640		12113272		12472015		12069893

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259				937020		936634		914938		1092704		618986		611212

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730				20592438		20481402		20193330		20853086		21253385		20482720

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040				15460033		15625429		15464623		16281519		16492189		15892530

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086				8538445		8681412		8542290		8436251		9416511		8979874

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029				6081868		6087434		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568				208216		86645		111660		257092		367321		315895

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357				631504		769938		761511		1574108		718680		607732

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474				736840		692864		740879		619774		650925		439834

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216				4395563		4163108		3987828		3951792		4110271		4150354

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732				11843682		11576958		12037901		12300096		13682088		13033422

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615				6773699		6970527		6984734		7052648		7342901		8151996

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000				900000		600000		800000		600000		1200000		0

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500				2039640		2167343		2279891		2367560		3295617		2405262

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617				2130343		1839088		1973276		2279888		1843570		2476164

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181				11820873		12020954		11343253		11951793		11612752		11979441

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854				8390827		8557070		7749337		8129077		7662290		8183914

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612				97143		60071		72703		231233		341790		281136

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934				2522184		2525691		2519047		2498152		2400535		2391280

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781				810719		878122		1002166		1093331		1208137		1123111

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913				23664556		23597912		23381154		24251889		25294841		25012864

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255				10519040		10763006		10960346		10948420		10780253		11818123

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255				4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241				3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361				2346139		2633807		2806055		2791643		2665036		3696284

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036				-114570		-115175		-115423		-115889		-115969		-116062

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566				63975		20878		46218		49170		7690		14405

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168				34183597		34360919		34341501		35200310		36075095		36830988







PP(BS)

																												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				貸借対照表 タイシャク タイショウ ヒョウ								2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2012.2.29現在 ゲンザイ		2013.2.28現在 ゲンザイ		2014.2.28現在 ゲンザイ		2015.2.28現在 ゲンザイ		2016.2.29現在 ゲンザイ		2017.2.28現在		2018.2.28現在 ゲンザイ		2019.2.28現在 ゲンザイ		2020.2.29現在 ゲンザイ

				流動資産 リュウドウ シサン								12434449		12945350		13265300		14013106		13879214		14202572		14161070		14078079		14848438

						現金および預金 ゲンキン ヨキン						428570		654242		751888		1354304		982488		1089216		948386		945569		1756212

						売掛金 ウリカケ キン						113780		114477		111168		138873		132555		133679		135187		144908		232031

						商品 ショウヒン						10973799		11218765		11446198		11573516		11830194		12058677		12189188		12243800		12271936

						その他 タ						918300		957866		956046		946413		933977		921000		888309		743802		588259

				固定資産 コテイ シサン								21431312		21278470		20259634		19839994		20203515		19980399		20196800		21658331		20818730

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						15489998		15362373		14790735		14572124		15241300		15218443		15558504		16690022		16178040

								建物等 タテモノ トウ				8029066		8289715		8118780		7982677		8213847		8380339		8343575		9714773		9105086

								土地 トチ				5868433		5858663		5811957		5797832		6055142		6049162		6014068		5989677		5989029

								リース資産 シサン				761531		615491		473253		276301		144705		130062		246131		203504		356568

								その他 タ				830968		598504		386745		515314		827606		658880		954730		782068		727357

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン						904501		934745		881355		703952		709410		673093		621658		652889		546474

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						5036812		4981351		4587542		4563917		4252805		4088861		4016637		4315419		4094216

				繰延資産 クリノベ シサン								0		0		0		0		0		0		0		0		0

										資産合計 シサン ゴウケイ		33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168

				流動負債 リュウドウ フサイ								10245172		11304396		11567679		14017564		11554134		11572441		11921131		12035690		13870732

						支払手形・電子記録債務･買掛金 シハラ テガタ デンシ キロク サイム カイカケキン						6216569		5928108		6174317		6364367		5998884		6036186		6038032		6114253		6289615

						短期借入金 タンキ カリイレ キン						100000		1700000		1400000		1600000		1800000		1600000		1700000		1300000		2300000

						１年以内返済予定長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン						2139028		2029118		2332280		3821484		2122340		2297485		2325797		2422605		3243500

						その他 タ						1789575		1647170		1661082		2231713		1632910		1638770		1857302		2198832		2037617

				固定負債 コテイ フサイ								12736464		12311607		11643497		9358985		12131900		11994798		11691906		13070640		11194181

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン						9234723		8905278		8273042		6062539		8724657		8491916		8002519		9219234		7297854

						リース債務 サイム						612545		442892		307580		165374		74186		101904		196423		185501		327612

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン						1923777		2030243		2162335		2242941		2529068		2518849		2523586		2409114		2401934

						その他 タ						965419		933194		900540		888131		803989		882129		969378		1256791		1166781

				負債合計 フサイ ゴウケイ								22981637		23616003		23211177		23376549		23686034		23567240		23613037		25106330		25064913

				純資産 ジュン シサン								10884124		10607817		10313757		10476551		10396695		10615731		10744833		10630080		10602255

						資本金 シホンキン						4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255		4224255

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン						3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241		3999241

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン						2767470		2474583		2188283		2314123		2273621		2451907		2578166		2489132		2495361

						自己株式 ジコ カブシキ						-111636		-112081		-113125		-113862		-115168		-115359		-115682		-115952		-116036

						その他 タ						4794		21819		15103		52794		14746		55687		58853		33404		-566

				負債および純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								33865761		34223820		33524934		33853101		34082730		34182971		34357870		35736411		35667168







PP(PL)

												【連結】 レンケツ																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン



				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2012/2期 キ		2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

												2011.3.1～2012.2.29		2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								47679684		46717862		46164814		44848284		44218106		43904346		44078180		43924824		43512409		42375560				43512.409		42375.56				43512.409		41924.288		15.282		-32.073		-8.376

				売上高 ウリアゲ ダカ								45932255		44941104		44463709		43175474		42577771		42260205		42465063		42337892		41924288		40715085				41924.288		40715.085				42375.56		40715.085		291.491		250.718		86.881

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ						32998444		32323837		31955535		30851320		30091342		29693477		30007909		30101470		29789677		28903611

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								12933811		12617267		12508173		12324153		12486429		12566728		12457154		12236422		12134610		11811473

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				28.2%		28.1%		28.1%		28.5%		29.3%		29.7%		29.3%		28.9%		28.9%		29.0%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						1747429		1776758		1701105		1672810		1640335		1644141		1613117		1586932		1588121		1660475

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								14681241		14394025		14209278		13996964		14126764		14210869		14070271		13823355		13722731		13471948

								営業総利益率 エイギョウ ソウ リエキ リツ				32.0%		32.0%		32.0%		32.4%		33.2%		33.6%		33.1%		32.7%		32.7%		33.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						13881105		13622942		14046772		13719080		13446925		13523177		13497728		13412016		13707449		13180456

								販管費率 ハンカンヒ リツ				30.2%		30.3%		31.6%		31.8%		31.6%		32.0%		31.8%		31.7%		32.7%		32.4%

								人件費 ジンケンヒ				5539831		5423451		5708347		5676481		5687583		5793377		5891275		5841683		5936864		5755079

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ				710601		704158		726145		675812		653966		639290		635668		609593		630285		595125

								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				781718		765204		813013		761769		720626		661128		619031		617360		577107		519454

								賃借料 チンシャクリョウ				2883127		2861485		2865776		2856608		2785934		2783107		2767086		2745361		2732026		2572676

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1113179		1105400		1230317		1135482		1046256		1062358		981747		974293		1055017		1176288

								その他経費 タ ケイヒ				2852649		2763244		2703174		2612928		2552560		2583917		2602921		2623726		2776150		2561834

				営業利益 エイギョウ リエキ								800135		771083		162505		277883		679839		687692		572543		411339		15282		291491				15.282		291.491				1907.4139510535

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.7%		1.7%		0.4%		0.6%		1.6%		1.6%		1.3%		1.0%		0.0%		0.7%

						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						117052		114898		107590		87629		82960		87277		76669		86148		82639		75277

						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						247276		239975		249485		235550		216491		198176		172044		147856		129995		116051

				経常利益 ケイジョウ リエキ								669911		646007		20611		129962		546308		576792		477167		349631		-32073		250718				-32.073		250.718

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				1.5%		1.4%		0.0%		0.3%		1.3%		1.4%		1.1%		0.8%		-0.1%		0.6%

						特別利益 トクベツ リエキ						2371		53466		66095		1303		56428		38627		117194		579561		583578		23169

						特別損失 トクベツ ソンシツ						456361		456048		218346		297021		159025		156671		157441		604004		538153		88839

				税引前当期純利益 ゼイ ヒ マエ トウキ ジュン リエキ								215921		243425		-131639		-165749		443711		458748		436921		325188		13351		185047

						法人税等(調整額含む) ホウジン ゼイ トウ チョウセイ ガク フク						144851		144023		80476		54943		267426		217614		198134		118269		21729		98165

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ								71069		99402		-212115		-220692		176285		241133		238786		206920		-8376		86881				-8.376		86.881

								当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ				0.2%		0.2%		-0.5%		-0.5%		0.4%		0.6%		0.6%		0.5%		-0.0%		0.2%







PP(CF)



																						(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2012/2期 キ		2013/2期 キ		2014/2期 キ		2015/2期 キ		2016/2期 キ		2017/2期 キ		2018/2期 キ		2019/2期 キ		2020/2期 キ

						2011.3.1～2012.2.29		2012.3.1～2013.2.28		2013.3.1～2014.2.28		2014.3.1～2015.2.28		2015.3.1～2016.2.29		2016.3.1～2017.2.28		2017.3.1～2018.2.28		2018.3.1～2019.2.28		2019.3.1～2020.2.29

				営業活動CF エイギョウ カツドウ		1390440		756602		1504621		2009716		366675		1405065		946427		918815		1930861

				投資活動CF トウシ カツドウ		-2102000		-1299271		-396082		-558800		-1703701		-890820		-547588		-1599827		-763333

				財務活動CF ザイム カツドウ		237045		771339		-1010893		-848499		965209		-407516		-539670		678195		-356885







PP(下期PL)

				下半期の業績推移と2021/2期予想 シモ ハンキ ギョウセキ スイイ キ ヨソウ																																										(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ		2016/2期 キ				2017/2期 キ		2017/2期 キ				2018/2期 キ		2018/2期 キ				2019/2期 キ		2019/2期 キ				2020/2期 キ		2020/2期 キ				2021/2期 キ		2021/2期予想 キ ヨソウ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28		増減率 ゾウゲンリツ

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000		+7.1%

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000		+7.2%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000		+7.2%

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000		+6.1%

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000		+7.1%

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000		+4.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000







上期下期PL

																																														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ								2016/2期 キ						2017/2期 キ						2018/2期 キ						2019/2期 キ						2020/2期 キ						2021/2期 キ

												上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン		上半期 カミ ハンキ		下半期 シモ ハンキ		年間 ネンカン

												'15.3.1～'15.8.31		'15.9.1～'16.2.29		'15.3.1～'16.2.29		'16.3.1～'16.8.31		'16.9.1～'17.2.28		'16.3.1～'17.2.28		'17.3.1～'17.8.31		'17.9.1～'18.2.28		'17.3.1～'18.2.28		'18.3.1～'18.8.31		'18.9.1～'19.2.28		'18.3.1～'19.2.28		'19.3.1～'19.8.31		'19.9.1～'20.2.29		'19.3.1～'20.2.29		'20.3.1～'20.8.31		'20.9.1～'21.2.28		'20.3.1～'21.2.28

				営業収益 エイギョウ シュウエキ								23090736		20813610		43904346		23410779		20667401		44078180		23254301		20670523		43924824		23116854		20395555		43512409		22208731		20166829		42375560		25893561		21606439		47500000

				売上高 ウリアゲ ダカ								22258131		20002074		42260205		22573644		19891419		42465063		22431378		19906514		42337892		22302994		19621294		41924288		21351475		19363610		40715085		24965721		20754279		45720000

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								6648435		5918293		12566728		6703292		5753862		12457154		6622124		5614298		12236422		6592899		5541711		12134610		6259637		5551836		11811473		7498361		5951639		13450000

						営業収入 エイギョウ シュウニュウ						832605		811536		1644141		837135		775982		1613117		822923		764009		1586932		813860		774261		1588121		857256		803219		1660475		927840		852160		1780000

				営業総利益 エイギョウ ソウ リエキ								7481041		6729828		14210869		7540428		6529843		14070271		7445047		6378308		13823355		7406759		6315972		13722731		7116893		6355055		13471948		8426201		6803799		15230000

						販管費 ハン ヒ						6811439		6711738		13523177		6809690		6688038		13497728		6766111		6645905		13412016		6905833		6801616		13707449		6680391		6500065		13180456		6492867		6777133		13270000

				営業利益 エイギョウ リエキ								669602		18090		687692		730738		-158195		572543		678936		-267597		411339		500926		-485644		15282		436502		-145011		291491		1933334		26666		1960000

				経常利益 ケイジョウ リエキ								606353		-29561		576792		677330		-200163		477167		636187		-286556		349631		482409		-514482		-32073		411305		-160587		250718		1913693		6307		1920000



												23090.736						23410.779						23254.301						23116.854						22208.731						25893.561

												22258.131						22573.644						22431.378						22302.994						21351.475						24965.721

												669.602						730.738						678.936						500.926						436.502						1933.334

												606.353						677.33						636.187						482.409						411.305						1913.693





PP(事業別)_2020



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ																		H23/2期 キ

								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,193		10.7%		100		3,797		9.5%		91		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81		3,314		8.4%		79								5,500		11.7%		100		4,425		10.5%		100		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		100		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		84		3,490		8.9%		83

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,701		12.0%		100		4,429		11.0%		94		4,073		10.3%		87		3,815		9.7%		81		4,002		10.1%		85								6,563		13.9%		100		5,418		12.9%		100		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		100		4,331		11.1%		92		4,289		11.0%		91		4,179		10.8%		89		4,174		10.7%		89

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,126		10.6%		100		3,904		9.7%		95		3,296		8.3%		80		3,210		8.1%		78		3,063		7.7%		74								5,134		10.9%		100		4,555		10.8%		100		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		100		3,699		9.4%		90		3,535		9.1%		86		3,321		8.6%		80		3,228		8.3%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,561		6.6%		100		1,901		4.7%		74		1,641		4.2%		64		1,628		4.1%		64		1,629		4.1%		64								3,993		8.5%		100		2,838		6.7%		100		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		100		1,816		4.6%		71		1,766		4.5%		69		1,711		4.4%		67		1,688		4.3%		66



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,748		17.3%		100		8,966		22.3%		133		9,858		25.0%		146		9,923		25.2%		147		10,077		25.4%		149								6,872		14.6%		100		6,428		15.3%		100		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		100		8,927		22.8%		132		9,045		23.3%		134		9,328		24.1%		138		9,665		24.7%		143

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		8,827		22.6%		100		9,429		23.5%		107		9,992		25.3%		113		10,466		26.6%		119		10,499		26.5%		119								10,343		21.9%		100		10,104		24.0%		100		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		100		9,381		24.0%		106		9,446		24.3%		107		9,688		25.0%		110		9,908		25.3%		112

				ペット		3,243		8.3%		100		3,043		7.6%		94		2,773		7.0%		86		2,666		6.8%		82		2,781		7.0%		86								3,518		7.5%		100		3,190		7.6%		100		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		100		2,875		7.3%		89		2,830		7.3%		87		2,840		7.3%		88		2,823		7.2%		87

				カー・レジャー		2,082		5.3%		100		1,797		4.5%		86		1,834		4.6%		88		1,815		4.6%		87		1,799		4.5%		86								3,079		6.5%		100		2,556		6.1%		100		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		100		1,762		4.5%		85		1,740		4.5%		84		1,793		4.6%		86		1,847		4.7%		89

				文　具 ブン グ		1,300		3.3%		100		1,377		3.4%		106		1,467		3.7%		113		1,445		3.7%		111		1,430		3.6%		110								1,465		3.1%		100		1,597		3.8%		100		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		100		1,455		3.7%		112		1,472		3.8%		113		1,482		3.8%		114		1,486		3.8%		114

				灯　油 ヒ アブラ		1,268		3.2%		100		1,476		3.7%		116		1,166		3.0%		92		1,027		2.6%		81		1,048		2.6%		83								655		1.4%		100		1,009		2.4%		100		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		100		1,291		3.3%		102		1,196		3.1%		94		812		2.1%		64		777		2.0%		61



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		39,049

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,119

廣瀬 進: HC商品売上		100%		103		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,642

廣瀬 進: HC商品売上		100%		102								47,122		100%		100		42,120		100%		100		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586		100%		100		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		99		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,677 (27.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,381 (28.4%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,508 (29.0%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						11,207 (26.6%)						10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						   11,024 (27.2%)						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		1,915

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				110		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				92		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				0								570				100		1,025				100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				100		2,075				100		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				108		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				104		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				102		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				99

				イエローハット		581

廣瀬 進: YH総売上				100		428

廣瀬 進: YH総売上				74		0				0		0				0		0				0								865				100		745				100		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433				100		447

廣瀬 進: YH総売上				77		421

廣瀬 進: YH総売上				72		407

廣瀬 進: YH総売上				70		397

廣瀬 進: YH総売上				68

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		1,892

廣瀬 進: BC総売上				79		1,172

廣瀬 進: BC総売上				49		1,081

廣瀬 進: BC総売上				45		1,032

廣瀬 進: BC総売上				43								2,260				100		2,486				100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100		2,108				100		1,587

廣瀬 進: BC総売上				67		1,409

廣瀬 進: BC総売上				59		1,346

廣瀬 進: BC総売上				56		1,209

廣瀬 進: BC総売上				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				86								446				100		491				100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100		1709				100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				ドラッグストア		1,744

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		1,916

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				110		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				92		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				80		0

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				0												100						100		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				100						100		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				108		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				104		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				102		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				99

				イエローハット		584

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		100		432

廣瀬 進: YH営業収益				74		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100		697

廣瀬 進: YH営業収益				100						100		453

廣瀬 進: YH営業収益				78		426

廣瀬 進: YH営業収益				73		413

廣瀬 進: YH営業収益				71		403

廣瀬 進: YH営業収益				69

				ブックセンター		2,386

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2386)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		1,900

廣瀬 進: BC営業収益				80		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				49		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				46		1,040

廣瀬 進: BC営業収益				55												100						100		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)				100						100		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				59		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				51

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,941

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		100		1,701

廣瀬 進: 連結営業収入				88		1,587

廣瀬 進: 営業収入				82		1,588

廣瀬 進: 営業収入				82		1,660

廣瀬 進: 営業収入				98												100						100		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入				100						100		1,673

廣瀬 進: 営業収入				86		1,640

廣瀬 進: 営業収入				84		1,644

廣瀬 進: 営業収入				85		1,613

廣瀬 進: 営業収入				83



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		45,749

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		100		46,165

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		101		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		96		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: HC商品荒利		95		42,376

廣瀬 進: 営業収益(連結)																								

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		92								51,135				100		47,036				100		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益												

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022				100		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		98		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		97		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		96		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)				96				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2008年2月期(47期） ネン ツキ キ キ						2013年2月期(52期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ						2020年2月期(59期） ネン ツキ キ キ																		2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  128   店 テン						  136   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン						  126   店 テン																		  149   店 テン						  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				59,470 坪 ツボ						71,056 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ						73,264 坪 ツボ																		60,989 坪 ツボ						61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																		69.0万円 マンエン						69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																		18.4万円 マンエン						18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 3.05億円 オクエン						 2.95億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン						 3.15億円 オクエン																		 2.82億円 オクエン						 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																		 0.75億円 オクエン						 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 465 坪 ツボ						 522 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																		 409 坪 ツボ						 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ







PP(事業別)_2019



																																																		　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,630		9.3%		87		3,562		9.2%		85		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81		3,403		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,331		11.1%		88		4,289		11.0%		87		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82		3,815		9.7%		77								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,699		9.4%		82		3,535		9.1%		79		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73		3,210		8.1%		72								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,816		4.6%		67		1,766		4.5%		65		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61		1,628		4.1%		60								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		8,927		22.8%		135		9,045		23.3%		137		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150		9,923		25.2%		151								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,381		24.0%		101		9,446		24.3%		102		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107		10,466		26.6%		113								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,875		7.3%		93		2,830		7.3%		92		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90		2,666		6.8%		86								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,762		4.5%		73		1,740		4.5%		73		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76		1,815		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,455		3.7%		109		1,472		3.8%		110		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110		1,445		3.7%		108								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		1,291		3.3%		96		1,196		3.1%		89		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86		1,027		2.6%		76								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		39,167

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		38,881

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98		39,398

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,280 (28.8%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,537 (29.7%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,561 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,880

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				165		1,815

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				159		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141		1,398

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				123								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				62		447

廣瀬 進: YH総売上				64		421

廣瀬 進: YH総売上				60		407

廣瀬 進: YH総売上				58		397

廣瀬 進: YH総売上				57		0				0		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,587

廣瀬 進: BC総売上				75		1,409

廣瀬 進: BC総売上				66		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55		1,081

廣瀬 進: BC総売上				51								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入		100		2,077

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				182		1,881

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				165		1,817

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				159		1,772

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				155		1,723

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				151		1,609

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				141		1,400

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益				123												100						100						100						100

				イエローハット		697

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		100		437

廣瀬 進: YH営業収益				63		453

廣瀬 進: YH営業収益				65		426

廣瀬 進: YH営業収益				61		413

廣瀬 進: YH営業収益				59		403

廣瀬 進: YH営業収益				58		0

廣瀬 進: YH営業収益				0		0

廣瀬 進: YH営業収益				0												100						100						100						100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,594

廣瀬 進: BC営業収益				75		1,415

廣瀬 進: BC営業収益				67		1,352

廣瀬 進: BC営業収益				64		1,214

廣瀬 進: BC営業収益				57		1,178

廣瀬 進: BC営業収益				55		1,090

廣瀬 進: BC営業収益				51												100						100						100						100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,673

廣瀬 進: 営業収入				89		1,640

廣瀬 進: 営業収入				87		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84		1,588

廣瀬 進: 営業収入				84												100						100						100						100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 連結営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC営業収益		101		44,848

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																								

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益																		

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: BC営業収益		97		44,218

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入																		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: BC総売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: 営業収入		

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ営業収益		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: YH営業収益		

廣瀬 進: BC営業収益		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,512

廣瀬 進: 営業収益(連結)				94								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						135						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン						  128   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						71,814 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ						74,322 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.91億円 オクエン						 2.92億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン						 3.08億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.84億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.91億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 532 坪 ツボ						 539 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ						 581 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







×(参考)15部門推移



								2014年2月期(53期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ						2019年2月期(58期） ネン ツキ キ キ

						金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ		金額 キンガク		構成比/
荒利率 コウセイ ヒ アラリ リツ		指数 シスウ

				（全部門）売上 ゼン ブモン ウリアゲ		39166604653				100		38881306345				99		38691008361				99		39086268523				100		39506966053				101		39397582611				101

				15部門売上 ブモン ウリアゲ		2571234542		6.6%		100		2628522681		6.8%		102		2718309199		7.0%		106		2809753322		7.2%		109		2899876244		7.3%		113		3075927855		7.8%		120

				15部門仕入(原価) ブモン シイレ ゲンカ		1986725547				100		1984678280				100		2022614768				102		2076466527				105		2200767331				111		2335322016				118

				15部門荒利益高 ブモン アラリ エキ ダカ		605448947		23.5%		100		667545211		25.4%		110		707261643		26.0%		117		757136017		26.9%		125		717250236		24.7%		118		733114097		23.8%		121

				(15部門)売上－仕入 ブモン ウリアゲ シイレ		584508995				100		643844401				110		695694431				119		733286795				125		699108913				120		740605839				127

				15部門在庫高(売価) ブモン ザイコ ダカ バイカ		305150106				100		333033942				109		354803921				116		389346685				128		414409094				136		403150773				132

				在庫日数 ザイコ ニッスウ		43				100		46				107		48				110		51				117		52				120		48				110





Sheet2

																														399 ホームセンター								50		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2011/02 (単月)																										2010/03 ～ 2011/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2557597176		100.5		331.9		2493997451		100.5		367.2		63599725		102.6		2595415000		100.4		362.7		-37817824		98.5		40825342465		100.3		370.3		41561481181		100.3		374.4		-736138716		98.2		43259332000		100.3		372.6		-2433989535		94.4

		商品売上高		2539057533		99.8		329.4		2474290268		99.7		364.3		64767265		102.6		2577233000		99.7		360.2		-38175467		98.5		40587560472		99.8		368.2		41341307169		99.8		372.4		-753746697		98.2		43025345000		99.8		370.6		-2437784528		94.3

		合鍵加工賃		3193500		0.1		0.4		3216596		0.1		0.5		-23096		99.3		3475000		0.1		0.5		-281500		91.9		44833091		0.1		0.4		45388458		0.1		0.4		-555367		98.8		47602000		0.1		0.4		-2768909		94.2

		営業収益（売上）		13198		0.0		0.0		5823		0.0		0.0		7375		226.7		0		0.0		0.0		13198		0.0		136372		0.0		0.0		134394		0.0		0.0		1978		101.5		0		0.0		0.0		136372		0.0

		その他売上		3139664		0.1		0.4		4956650		0.2		0.7		-1816986		63.3		3521000		0.1		0.5		-381336		89.2		54244122		0.1		0.5		53727537		0.1		0.5		516585		101.0		52954000		0.1		0.5		1290122		102.4

		            総売上高		2545403895		100.0		330.3		2482469337		100.0		365.5		62934558		102.5		2584229000		100.0		361.2		-38825105		98.5		40686774057		100.0		369.1		41440557558		100.0		373.3		-753783501		98.2		43125901000		100.0		371.4		-2439126943		94.3

		商品荒利益高		770698797		30.3		100.0		679235174		27.4		100.0		91463623		113.5		715505000		27.7		100.0		55193797		107.7		11024406098		27.1		100.0		11100456486		26.8		100.0		-76050388		99.3		11610220000		26.9		100.0		-585813902		95.0

		          売上総利益		777045159		30.5		100.8		687414243		27.7		101.2		89630916		113.0		722501000		28.0		101.0		54544159		107.5		11123619683		27.3		100.9		11199706875		27.0		100.9		-76087192		99.3		11710776000		27.2		100.9		-587156317		95.0

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		138144		0.0		0.0		138144		0.0		0.0		0		100.0		139000		0.0		0.0		-856		99.4		1663728		0.0		0.0		1727728		0.0		0.0		-64000		96.3		1657000		0.0		0.0		6728		100.4

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		5523104		0.2		0.7		5520686		0.2		0.8		2418		100.0		6025000		0.2		0.8		-501896		91.7		52689778		0.1		0.5		53918257		0.1		0.5		-1228479		97.7		56748000		0.1		0.5		-4058222		92.8

		その他営業収入		6532033		0.3		0.8		5869284		0.2		0.9		662749		111.3		5022000		0.2		0.7		1510033		130.1		84214902		0.2		0.8		65277638		0.2		0.6		18937264		129.0		75026000		0.2		0.6		9188902		112.2

		            営業収入		12193281		0.5		1.6		11528114		0.5		1.7		665167		105.8		11186000		0.4		1.6		1007281		109.0		138568408		0.3		1.3		120923623		0.3		1.1		17644785		114.6		133431000		0.3		1.1		5137408		103.9

		          営業総利益		789238440		31.0		102.4		698942357		28.2		102.9		90296083		112.9		733687000		28.4		102.5		55551440		107.6		11262188091		27.7		102.2		11320630498		27.3		102.0		-58442407		99.5		11844207000		27.5		102.0		-582018909		95.1

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		124994638		4.9		16.2		126291176		5.1		18.6		-1296538		99.0		125909289		4.9		17.6		-914651		99.3		1530848313		3.8		13.9		1520325571		3.7		13.7		10522742		100.7		1523871940		3.5		13.1		6976373		100.5

		社員超勤		5051945		0.2		0.7		6112618		0.2		0.9		-1060673		82.6		6513183		0.3		0.9		-1461238		77.6		62039626		0.2		0.6		68751038		0.2		0.6		-6711412		90.2		65274125		0.2		0.6		-3234499		95.0

		嘱託給与		10220535		0.4		1.3		10685079		0.4		1.6		-464544		95.7		9536350		0.4		1.3		684185		107.2		125350452		0.3		1.1		140486803		0.3		1.3		-15136351		89.2		123240970		0.3		1.1		2109482		101.7

		パート給与		91143243		3.6		11.8		93058635		3.7		13.7		-1915392		97.9		92040890		3.6		12.9		-897647		99.0		1154019280		2.8		10.5		1139569655		2.7		10.3		14449625		101.3		1130873520		2.6		9.7		23145760		102.0

		雑給		14941209		0.6		1.9		17972044		0.7		2.6		-3030835		83.1		17337760		0.7		2.4		-2396551		86.2		109166730		0.3		1.0		149450998		0.4		1.3		-40284268		73.0		124772660		0.3		1.1		-15605930		87.5

		賞与・賞与引当金繰入額		6905397		0.3		0.9		8056003		0.3		1.2		-1150606		85.7		6405892		0.2		0.9		499505		107.8		272755276		0.7		2.5		281978747		0.7		2.5		-9223471		96.7		277465989		0.6		2.4		-4710713		98.3

		法定福利費		26919030		1.1		3.5		28475368		1.1		4.2		-1556338		94.5		18072204		0.7		2.5		8846826		149.0		327780922		0.8		3.0		290131222		0.7		2.6		37649700		113.0		298976639		0.7		2.6		28804283		109.6

		厚生費		48490		0.0		0.0		2123		0.0		0.0		46367		2284.0		5000		0.0		0.0		43490		969.8		469090		0.0		0.0		422450		0.0		0.0		46640		111.0		244000		0.0		0.0		225090		192.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		10438146		0.4		1.4		15467447		0.6		2.3		-5029301		67.5		13030797		0.5		1.8		-2592651		80.1		161695597		0.4		1.5		161709072		0.4		1.5		-13475		100.0		162260222		0.4		1.4		-564625		99.7

		社宅賃借料		10528130		0.4		1.4		10141699		0.4		1.5		386431		103.8		10339000		0.4		1.4		189130		101.8		127221713		0.3		1.2		124751385		0.3		1.1		2470328		102.0		123359000		0.3		1.1		3862713		103.1

		応援人件費		176101		0.0		0.0		365870		0.0		0.1		-189769		48.1		1332000		0.1		0.2		-1155899		13.2		7116918		0.0		0.1		9262029		0.0		0.1		-2145111		76.8		18236000		0.0		0.2		-11119082		39.0

		            人件費計		301366864		11.8		39.1		316628062		12.8		46.6		-15261198		95.2		300522365		11.6		42.0		844499		100.3		3878463917		9.5		35.2		3886838970		9.4		35.0		-8375053		99.8		3848575065		8.9		33.1		29888852		100.8

		広告宣伝費		30378336		1.2		3.9		50572182		2.0		7.4		-20193846		60.1		50526000		2.0		7.1		-20147664		60.1		814568427		2.0		7.4		928746359		2.2		8.4		-114177932		87.7		939291000		2.2		8.1		-124722573		86.7

		消耗品費		11677418		0.5		1.5		16465182		0.7		2.4		-4787764		70.9		15354000		0.6		2.1		-3676582		76.1		186300099		0.5		1.7		202230283		0.5		1.8		-15930184		92.1		255723000		0.6		2.2		-69422901		72.9

		器具備品費		1044902		0.0		0.1		3533058		0.1		0.5		-2488156		29.6		2463000		0.1		0.3		-1418098		42.4		45221259		0.1		0.4		51241278		0.1		0.5		-6020019		88.3		78174000		0.2		0.7		-32952741		57.8

		水道光熱費		66655635		2.6		8.6		63324575		2.6		9.3		3331060		105.3		72408000		2.8		10.1		-5752365		92.1		670983664		1.6		6.1		668584610		1.6		6.0		2399054		100.4		692705000		1.6		6.0		-21721336		96.9

		通信費		2476350		0.1		0.3		2424187		0.1		0.4		52163		102.2		2501000		0.1		0.3		-24650		99.0		31891094		0.1		0.3		30243600		0.1		0.3		1647494		105.4		29305000		0.1		0.3		2586094		108.8

		車両経費		3939982		0.2		0.5		3469944		0.1		0.5		470038		113.5		4713000		0.2		0.7		-773018		83.6		36047785		0.1		0.3		32880856		0.1		0.3		3166929		109.6		38449000		0.1		0.3		-2401215		93.8

		運賃		3841913		0.2		0.5		4807171		0.2		0.7		-965258		79.9		3560000		0.1		0.5		281913		107.9		35327436		0.1		0.3		45297490		0.1		0.4		-9970054		78.0		42742000		0.1		0.4		-7414564		82.7

		支払手数料		6695207		0.3		0.9		5274749		0.2		0.8		1420458		126.9		6115000		0.2		0.9		580207		109.5		101792302		0.3		0.9		98639383		0.2		0.9		3152919		103.2		102467000		0.2		0.9		-674698		99.3

		旅費交通費		405836		0.0		0.1		95347		0.0		0.0		310489		425.6		86000		0.0		0.0		319836		471.9		1828701		0.0		0.0		1702909		0.0		0.0		125792		107.4		670000		0.0		0.0		1158701		272.9

		店舗応援旅費		70744		0.0		0.0		833452		0.0		0.1		-762708		8.5		1517000		0.1		0.2		-1446256		4.7		7958557		0.0		0.1		13154237		0.0		0.1		-5195680		60.5		15303000		0.0		0.1		-7344443		52.0

		雑費		13928626		0.5		1.8		17289707		0.7		2.5		-3361081		80.6		12626000		0.5		1.8		1302626		110.3		154690860		0.4		1.4		163300440		0.4		1.5		-8609580		94.7		156788000		0.4		1.4		-2097140		98.7

		教育研究費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		80479		0.0		0.0		26918		0.0		0.0		53561		299.0		0		0.0		0.0		80479		0.0

		その他店舗管理可能費		166650		0.0		0.0		299850		0.0		0.0		-133200		55.6		307000		0.0		0.0		-140350		54.3		5852626		0.0		0.1		7139118		0.0		0.1		-1286492		82.0		7155000		0.0		0.1		-1302374		81.8

		 【店舗管理可能費計】		442648463		17.4		57.4		485017466		19.5		71.4		-42369003		91.3		472698365		18.3		66.1		-30049902		93.6		5971007206		14.7		54.2		6130026451		14.8		55.2		-159019245		97.4		6207347065		14.4		53.5		-236339859		96.2

		    【店長責任利益】		346589977		13.6		45.0		213924891		8.6		31.5		132665086		162.0		260988635		10.1		36.5		85601342		132.8		5291180885		13.0		48.0		5190604047		12.5		46.8		100576838		101.9		5636859935		13.1		48.6		-345679050		93.9

		保険料		1019000		0.0		0.1		936307		0.0		0.1		82693		108.8		573000		0.0		0.1		446000		177.8		41430586		0.1		0.4		43105648		0.1		0.4		-1675062		96.1		48953000		0.1		0.4		-7522414		84.6

		修理費		6780647		0.3		0.9		7226840		0.3		1.1		-446193		93.8		22000		0.0		0.0		6758647		30821.1		31110492		0.1		0.3		39778871		0.1		0.4		-8668379		78.2		275000		0.0		0.0		30835492		11312.9

		保守点検料		11282221		0.4		1.5		13048419		0.5		1.9		-1766198		86.5		8275000		0.3		1.2		3007221		136.3		109623238		0.3		1.0		98717861		0.2		0.9		10905377		111.0		114827000		0.3		1.0		-5203762		95.5

		租税公課		39054320		1.5		5.1		36688960		1.5		5.4		2365360		106.4		49368000		1.9		6.9		-10313680		79.1		179302412		0.4		1.6		176419543		0.4		1.6		2882869		101.6		213435000		0.5		1.8		-34132588		84.0

		賃借料		194095629		7.6		25.2		187621867		7.6		27.6		6473762		103.5		191037000		7.4		26.7		3058629		101.6		2229271685		5.5		20.2		2196906785		5.3		19.8		32364900		101.5		2238843000		5.2		19.3		-9571315		99.6

		減価償却費		61568841		2.4		8.0		57308580		2.3		8.4		4260261		107.4		67089000		2.6		9.4		-5520159		91.8		690594211		1.7		6.3		628969269		1.5		5.7		61624942		109.8		708037000		1.6		6.1		-17442789		97.5

		リース料		13778447		0.5		1.8		16239203		0.7		2.4		-2460756		84.8		12978000		0.5		1.8		800447		106.2		193370560		0.5		1.8		234533169		0.6		2.1		-41162609		82.4		180267000		0.4		1.6		13103560		107.3

		その他販管費		-278881		-0.0		-0.0		-1678596		-0.1		-0.2		1399715		16.6		-572000		-0.0		-0.1		293119		48.8		-5491730		-0.0		-0.0		-7110053		-0.0		-0.1		1618323		77.2		-5605000		-0.0		-0.0		113270		98.0

		            販管費計		769948687		30.2		99.9		802409046		32.3		118.1		-32460359		96.0		801468365		31.0		112.0		-31519678		96.1		9440218660		23.2		85.6		9541347544		23.0		86.0		-101128884		98.9		9706379065		22.5		83.6		-266160405		97.3

		          営業利益高		19289753		0.8		2.5		-103466689		-4.2		-15.2		122756442		-18.6		-67781365		-2.6		-9.5		87071118		-28.5		1821969431		4.5		16.5		1779282954		4.3		16.0		42686477		102.4		2137827935		5.0		18.4		-315858504		85.2

		          経常利益高		-152112748		-6.0		-19.7		-269236725		-10.8		-39.6		117123977		56.5		-405188780		-15.7		-56.6		253076032		37.5		312716812		0.8		2.8		229814210		0.6		2.1		82902602		136.1		234712118		0.5		2.0		78004694		133.2

																														399 ホームセンター								55		期　店別損益（実績）

																																																						（単位：　千円）

				2016/02 (単月)																										2015/03 ～ 2016/02 (累積)

				当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③		当期①		売上比		荒利比		前期②		売上比		荒利比		①－②		①÷②		当予算③		売上比		荒利比		①－③		①÷③

		            営業収益		2399153940		100.5		308.0		2325967296		100.5		292.2		73186644		103.1		2436537000		100.5		333.5		-37383060		98.5		38887866473		100.4		334.4		39084070924		100.4		338.8		-196204451		99.5		39566774000		100.4		342.9		-678907527		98.3

		商品売上高		2385110629		99.9		306.2		2310558128		99.9		290.3		74552501		103.2		2421413000		99.9		331.5		-36302371		98.5		38688520456		99.9		332.7		38883784417		99.9		337.0		-195263961		99.5		39377820000		99.9		341.3		-689299544		98.2

		合鍵加工賃		2685000		0.1		0.3		2685600		0.1		0.3		-600		100.0		2789000		0.1		0.4		-104000		96.3		36764400		0.1		0.3		37716011		0.1		0.3		-951611		97.5		38725000		0.1		0.3		-1960600		94.9

		営業収益（売上）		4620		0.0		0.0		7340		0.0		0.0		-2720		62.9		0		0.0		0.0		4620		0.0		50056		0.0		0.0		62962		0.0		0.0		-12906		79.5		0		0.0		0.0		50056		0.0

		その他売上		32073		0.0		0.0		28159		0.0		0.0		3914		113.9		0		0.0		0.0		32073		0.0		452583		0.0		0.0		-409234		-0.0		-0.0		861817		-110.6		0		0.0		0.0		452583		0.0

		            総売上高		2387832322		100.0		306.5		2313279227		100.0		290.6		74553095		103.2		2424202000		100.0		331.9		-36369678		98.5		38725787495		100.0		333.0		38921154156		100.0		337.3		-195366661		99.5		39416545000		100.0		341.6		-690757505		98.2

		商品荒利益高		779002592		32.6		100.0		795937032		34.4		100.0		-16934440		97.9		730497000		30.1		100.0		48505592		106.6		11629759100		30.0		100.0		11537572286		29.6		100.0		92186814		100.8		11538000000		29.3		100.0		91759100		100.8

		          売上総利益		781724285		32.7		100.3		798658131		34.5		100.3		-16933846		97.9		733286000		30.2		100.4		48438285		106.6		11667026139		30.1		100.3		11574942025		29.7		100.3		92084114		100.8		11576725000		29.4		100.3		90301139		100.8

		業務委託料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		不動産賃貸収入		139260		0.0		0.0		152260		0.0		0.0		-13000		91.5		153000		0.0		0.0		-13740		91.0		1737120		0.0		0.0		2061895		0.0		0.0		-324775		84.2		1827000		0.0		0.0		-89880		95.1

		システム利用料収入		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		営業手数料収入		2557949		0.1		0.3		3966103		0.2		0.5		-1408154		64.5		4966000		0.2		0.7		-2408051		51.5		43720895		0.1		0.4		44039052		0.1		0.4		-318157		99.3		46705000		0.1		0.4		-2984105		93.6

		その他営業収入		8624409		0.4		1.1		8569706		0.4		1.1		54703		100.6		7216000		0.3		1.0		1408409		119.5		116620963		0.3		1.0		116815821		0.3		1.0		-194858		99.8		101697000		0.3		0.9		14923963		114.7

		            営業収入		11321618		0.5		1.5		12688069		0.5		1.6		-1366451		89.2		12335000		0.5		1.7		-1013382		91.8		162078978		0.4		1.4		162916768		0.4		1.4		-837790		99.5		150229000		0.4		1.3		11849978		107.9

		          営業総利益		793045903		33.2		101.8		811346200		35.1		101.9		-18300297		97.7		745621000		30.8		102.1		47424903		106.4		11829105117		30.5		101.7		11737858793		30.2		101.7		91246324		100.8		11726954000		29.8		101.6		102151117		100.9

		役員報酬		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		社員給与		126409711		5.3		16.2		124852250		5.4		15.7		1557461		101.2		131470327		5.4		18.0		-5060616		96.2		1529032460		3.9		13.1		1525784658		3.9		13.2		3247802		100.2		1567480289		4.0		13.6		-38447829		97.5

		社員超勤		4246941		0.2		0.5		5890307		0.3		0.7		-1643366		72.1		4787902		0.2		0.7		-540961		88.7		75358595		0.2		0.6		80494041		0.2		0.7		-5135446		93.6		54206882		0.1		0.5		21151713		139.0

		嘱託給与		9361908		0.4		1.2		9492587		0.4		1.2		-130679		98.6		8142775		0.3		1.1		1219133		115.0		113107157		0.3		1.0		117869577		0.3		1.0		-4762420		96.0		105886600		0.3		0.9		7220557		106.8

		パート給与		104718792		4.4		13.4		99983784		4.3		12.6		4735008		104.7		99462840		4.1		13.6		5255952		105.3		1294501367		3.3		11.1		1259485434		3.2		10.9		35015933		102.8		1259518619		3.2		10.9		34982748		102.8

		雑給		26803045		1.1		3.4		21023557		0.9		2.6		5779488		127.5		17781270		0.7		2.4		9021775		150.7		188613030		0.5		1.6		128697317		0.3		1.1		59915713		146.6		135422380		0.3		1.2		53190650		139.3

		賞与・賞与引当金繰入額		22254700		0.9		2.9		18776932		0.8		2.4		3477768		118.5		19520740		0.8		2.7		2733960		114.0		284156138		0.7		2.4		276049371		0.7		2.4		8106767		102.9		271023484		0.7		2.3		13132654		104.8

		法定福利費		51211312		2.1		6.6		48883818		2.1		6.1		2327494		104.8		47464955		2.0		6.5		3746357		107.9		357482315		0.9		3.1		342545608		0.9		3.0		14936707		104.4		339032025		0.9		2.9		18450290		105.4

		厚生費		32507		0.0		0.0		1062		0.0		0.0		31445		3060.9		0		0.0		0.0		32507		0.0		368140		0.0		0.0		539216		0.0		0.0		-171076		68.3		49000		0.0		0.0		319140		751.3

		事務分担金		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0

		退職金・等		9455144		0.4		1.2		15069294		0.7		1.9		-5614150		62.7		13823509		0.6		1.9		-4368365		68.4		164580926		0.4		1.4		185201429		0.5		1.6		-20620503		88.9		169989091		0.4		1.5		-5408165		96.8

		社宅賃借料		10900644		0.5		1.4		11043648		0.5		1.4		-143004		98.7		11030000		0.5		1.5		-129356		98.8		133920541		0.3		1.2		135125222		0.3		1.2		-1204681		99.1		132360000		0.3		1.1		1560541		101.2

		応援人件費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		5226236		0.0		0.0		4889999		0.0		0.0		336237		106.9		9740000		0.0		0.1		-4513764		53.7

		            人件費計		365394704		15.3		46.9		355017239		15.3		44.6		10377465		102.9		353484318		14.6		48.4		11910386		103.4		4146346905		10.7		35.7		4056681872		10.4		35.2		89665033		102.2		4044708370		10.3		35.1		101638535		102.5

		広告宣伝費		16670913		0.7		2.1		43510754		1.9		5.5		-26839841		38.3		45007000		1.9		6.2		-28336087		37.0		770580141		2.0		6.6		812646532		2.1		7.0		-42066391		94.8		792756000		2.0		6.9		-22175859		97.2

		消耗品費		17505972		0.7		2.2		8840252		0.4		1.1		8665720		198.0		8418000		0.3		1.2		9087972		208.0		171731456		0.4		1.5		136638641		0.4		1.2		35092815		125.7		139547000		0.4		1.2		32184456		123.1

		器具備品費		4464005		0.2		0.6		1319164		0.1		0.2		3144841		338.4		462000		0.0		0.1		4002005		966.2		48767158		0.1		0.4		20426227		0.1		0.2		28340931		238.7		34932000		0.1		0.3		13835158		139.6

		水道光熱費		50052999		2.1		6.4		60724361		2.6		7.6		-10671362		82.4		56279000		2.3		7.7		-6226001		88.9		556898958		1.4		4.8		614527986		1.6		5.3		-57629028		90.6		595227000		1.5		5.2		-38328042		93.6

		通信費		3238972		0.1		0.4		2226458		0.1		0.3		1012514		145.5		2084000		0.1		0.3		1154972		155.4		26345713		0.1		0.2		26266846		0.1		0.2		78867		100.3		26194000		0.1		0.2		151713		100.6

		車両経費		3918599		0.2		0.5		5913883		0.3		0.7		-1995284		66.3		3156000		0.1		0.4		762599		124.2		37848017		0.1		0.3		44673188		0.1		0.4		-6825171		84.7		36471000		0.1		0.3		1377017		103.8

		運賃		2481031		0.1		0.3		2611826		0.1		0.3		-130795		95.0		2095000		0.1		0.3		386031		118.4		28779189		0.1		0.2		27469903		0.1		0.2		1309286		104.8		30434000		0.1		0.3		-1654811		94.6

		支払手数料		13117889		0.5		1.7		10784248		0.5		1.4		2333641		121.6		8122000		0.3		1.1		4995889		161.5		136119561		0.4		1.2		129604946		0.3		1.1		6514615		105.0		125614000		0.3		1.1		10505561		108.4

		旅費交通費		157450		0.0		0.0		174641		0.0		0.0		-17191		90.2		48000		0.0		0.0		109450		328.0		2213356		0.0		0.0		2562110		0.0		0.0		-348754		86.4		1990000		0.0		0.0		223356		111.2

		店舗応援旅費		0		0.0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		10173024		0.0		0.1		9329978		0.0		0.1		843046		109.0		12917000		0.0		0.1		-2743976		78.8

		雑費		15857431		0.7		2.0		14774948		0.6		1.9		1082483		107.3		12793000		0.5		1.8		3064431		124.0		149592654		0.4		1.3		128438456		0.3		1.1		21154198		116.5		140676000		0.4		1.2		8916654		106.3

		教育研究費		0		0.0		0.0		2426		0.0		0.0		-2426		0.0		0		0.0		0.0		0		0.0		574715		0.0		0.0		351934		0.0		0.0		222781		163.3		0		0.0		0.0		574715		0.0

		その他店舗管理可能費		284360		0.0		0.0		251310		0.0		0.0		33050		113.2		496000		0.0		0.1		-211640		57.3		6767742		0.0		0.1		6070945		0.0		0.1		696797		111.5		6349000		0.0		0.1		418742		106.6

		 【店舗管理可能費計】		493144325		20.7		63.3		506151510		21.9		63.6		-13007185		97.4		492444318		20.3		67.4		700007		100.1		6092738589		15.7		52.4		6015689564		15.5		52.1		77049025		101.3		5987815370		15.2		51.9		104923219		101.8

		    【店長責任利益】		299901578		12.6		38.5		305194690		13.2		38.3		-5293112		98.3		253176682		10.4		34.7		46724896		118.5		5736366528		14.8		49.3		5722169229		14.7		49.6		14197299		100.2		5739138630		14.6		49.7		-2772102		100.0

		保険料		948660		0.0		0.1		1065750		0.0		0.1		-117090		89.0		493000		0.0		0.1		455660		192.4		36438220		0.1		0.3		37157500		0.1		0.3		-719280		98.1		37757000		0.1		0.3		-1318780		96.5

		修理費		15483587		0.6		2.0		13820981		0.6		1.7		1662606		112.0		0		0.0		0.0		15483587		0.0		57192390		0.1		0.5		56766274		0.1		0.5		426116		100.8		252000		0.0		0.0		56940390		22695.4

		保守点検料		5693063		0.2		0.7		9129971		0.4		1.1		-3436908		62.4		5158000		0.2		0.7		535063		110.4		100144687		0.3		0.9		105676936		0.3		0.9		-5532249		94.8		112407000		0.3		1.0		-12262313		89.1

		租税公課		56474362		2.4		7.2		47018012		2.0		5.9		9456350		120.1		52694000		2.2		7.2		3780362		107.2		211157728		0.5		1.8		200727710		0.5		1.7		10430018		105.2		248611000		0.6		2.2		-37453272		84.9

		賃借料		200963064		8.4		25.8		200636157		8.7		25.2		326907		100.2		202785000		8.4		27.8		-1821936		99.1		2301877262		5.9		19.8		2291920903		5.9		19.9		9956359		100.4		2314194000		5.9		20.1		-12316738		99.5

		減価償却費		68217609		2.9		8.8		70065656		3.0		8.8		-1848047		97.4		63489000		2.6		8.7		4728609		107.4		769474310		2.0		6.6		763076552		2.0		6.6		6397758		100.8		741409000		1.9		6.4		28065310		103.8

		リース料		3883311		0.2		0.5		6006547		0.3		0.8		-2123236		64.7		3943000		0.2		0.5		-59689		98.5		59405356		0.2		0.5		74608094		0.2		0.6		-15202738		79.6		60741000		0.2		0.5		-1335644		97.8

		その他販管費		606058		0.0		0.1		36092		0.0		0.0		569966		1679.2		613000		0.0		0.1		-6942		98.9		6801781		0.0		0.1		4729429		0.0		0.0		2072352		143.8		6878000		0.0		0.1		-76219		98.9

		            販管費計		845414039		35.4		108.5		853930676		36.9		107.3		-8516637		99.0		821619318		33.9		112.5		23794721		102.9		9635230323		24.9		82.8		9550352962		24.5		82.8		84877361		100.9		9510064370		24.1		82.4		125165953		101.3

		          営業利益高		-52368136		-2.2		-6.7		-42584476		-1.8		-5.4		-9783660		123.0		-75998318		-3.1		-10.4		23630182		68.9		2193874794		5.7		18.9		2187505831		5.6		19.0		6368963		100.3		2216889630		5.6		19.2		-23014836		99.0

		          経常利益高		-282045660		-11.8		-36.2		-247333080		-10.7		-31.1		-34712580		114.0		-391493018		-16.1		-53.6		109447358		72.0		452420233		1.2		3.9		509346787		1.3		4.4		-56926554		88.8		293519085		0.7		2.5		158901148		154.1









PP(上期事業別)

																																																						（百万円） ヒャク マン エン

																										商品売上高（3月～8月） ショウヒン ウリアゲ ダカ ツキ ツキ

				期 キ				53期(2013年3～8月) キ ネン ツキ						54期(2014年3～8月)						55期(2015年3～8月)						56期(2016年3～8月)						57期(2017年3～8月)						58期(2018年3～8月) キ ネン ツキ						59期(2019年3～8月) キ ネン ツキ						60期(2020年3～8月) キ ネン ツキ

				部門 ブモン				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン				1,882		9.2%				1,871		9.0%				1,828		8.9%				1,828		8.8%		100		1,793		8.5%		98		1,823		8.7%		100		1,715		8.2%		94		1,896		7.8%		104

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン				2,338		11.5%				2,363		11.4%				2,278		11.1%				2,289		11.0%		100		2,251		10.7%		98		2,086		9.9%		91		2,087		10.0%		91		3,020		12.4%		132

				電器パーツ・家電 デンキ カデン				1,423		7.0%				1,428		6.9%				1,342		6.6%				1,320		6.3%		100		1,312		6.3%		99		1,340		6.4%		102		1,302		6.2%		99		1,463		6.0%		111

				収納・インテリア シュウノウ				910		4.5%				916		4.4%				867		4.2%				859		4.1%		100		834		4.0%		97		824		3.9%		96		809		3.9%		94		965		4.0%		112

				園芸農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン				5,600		27.5%				5,709		27.5%				5,812		28.4%				6,011		28.8%		100		6,237		29.7%		104		6,168		29.3%		103		6,141		29.5%		102		6,949		28.5%		116

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ				4,747		23.3%				4,995		24.1%				4,914		24.0%				5,175		24.8%		100		5,128		24.5%		99		5,441		25.9%		105		5,384		25.8%		104		6,466		26.5%		125

				ペット				1,492		7.3%				1,482		7.1%				1,473		7.2%				1,470		7.0%		100		1,459		7.0%		99		1,400		6.7%		95		1,433		6.9%		97		1,597		6.5%		109

				カー・レジャー				1,015		5.0%				999		4.8%				1,045		5.1%				1,082		5.2%		100		1,060		5.1%		98		1,065		5.1%		98		1,043		5.0%		96		1,110		4.5%		103

				文具 ブング				679		3.3%				706		3.4%				693		3.4%				703		3.4%		100		692		3.3%		98		684		3.3%		97		674		3.2%		96		705		2.9%		100

				灯油 トウユ				264		1.3%				297		1.4%				213		1.0%				136		0.7%		100		207		1.0%		152		202		1.0%		149		245		1.2%		180		231		0.9%		170

				ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ				20,350		100%				20,766		100%				20,465		100%				20,873		100%		100		20,973		100%		100		21,033		100%		101		20,833		100%		100		24,402		100%		117



				ホームセンター荒利高(率) アラ リ ダカ リツ				5,976 (29.4%)						6,199 (29.9%)						6,168 (30.1%)						6,254 (30.0%)						6,268 (29.9%)						6,277 (29.8%)						6,106 (29.3%)						7,337 (30.1%)



				イエローハット

廣瀬 進: 総売上				204						199						194						184				100		0				0		0				0		0				0		0				0

				ドラッグストアー

廣瀬 進: 総売上				958						928						921						900				100		862				96		731				81		0				0		0				0

				ブックセンター

廣瀬 進: 総売上				852						692						654						591				100		571				97		515				87		497				84		546				92



				営業収益（売上） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ				23,271						23,450						23,091						23,411				100		23,254				99		23,116				99		22,208				95		25,893				111





PP(Ｇ４)

				当社の園芸・農業用品の売上推移(2018年3月～8月) トウシャ エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ウリアゲ スイイ ネン ツキ ツキ

																(百万円) ヒャクマン エン

						分類		代表分類 ダイヒョウ ブンルイ		代表的な商品 ダイヒョウ テキ ショウヒン		売上高		前年差 ゼンネン		前年比		前年売上 ウリアゲ		売上高		前年差		前年比		前年売上 ウリアゲ

						0401		家庭園芸農薬				448731.702		-18306.732		96%		467038.434		467469.419		19076.998		1		448392.421

						0428		一般農薬				382708.713		-45976.164		89%		428684.877		428847.947		15734.192		1		413113.755

				農薬				除草剤、殺虫剤 ジョソウザイ サッチュウザイ				831440.415		-64282.896		93%		895723.311

						0429		農業大袋用土・肥料				448744.364		-23061.665		95%		471806.029		471851.287		3057.656		1		468793.631

						0404		園芸大袋用土・肥料				335137.306		-40364.215		89%		375501.521		374207.128		13975.989		1		360231.139

						0403		肥料・用土				214291.883		-13266.885		94%		227558.768		228916.753		2297.936		1		226618.817

				肥料 ヒリョウ				化成肥料、堆肥 カセイ ヒリョウ タイヒ				998173.553		-76692.765		93%		1074866.318

						1505		野菜苗				694420.555		-546.92		100%		694967.475		559343.749		29111.635		1		530232.114

						1506		種イモ				156145.684		4889.793		103%		151255.891		286879.617		2744.96		1		284134.657

								野菜苗		野菜苗、サツマイモズル、種イモ タネ		850566.239		4342.873		101%		846223.366

						1503		草花苗				263912.972		13871.672		106%		250041.3		147088.942		-8339.789		1		155428.731

																				103502.099		14348.6		1		89153.499

				種苗 シュビョウ				草花苗		草花苗		263912.972		13871.672		106%		250041.3

						1501		種子				189039.612		1581.956		101%		187457.656		187457.656		953.204		1		186504.452

						1515		生花　地域仕入				200683.552		15521.552		108%		185162		185162		21980.52		1		163181.48

								生花		菊組花		200683.552		15521.552		108%		185162

						1509		鉢花				102806.222		4866.147		105%		97940.075		85455.512		3464.752		1		81990.76

																				11934.822		2445.607		1		9489.215

								鉢物		鉢花、観葉植物 ハチ ハナ カンヨウ ショクブツ		102806.222		4866.147		105%		97940.075

				種苗 シュビョウ		15合計		野菜苗、草花苗、種子 ヤサイ ナエ クサ ハナ ナエ シュシ				1759327.907		56191.614		103%		1703136.293

						1702		園芸機械				823014.763		-21872.12		97%		844886.883		822966.232		46514.302		1		776451.93

						1703		農業機械				60291.852		-2091.807		97%		62383.659		62383.659		-1311.751		1		63695.41

						1705		噴霧器				96150.096		-1190.087		99%		97340.183		97340.183		5284.988		1		92055.195

						1712		水中ポンプ				100279.878		27709.591		138%		72570.287		72570.287		2129.956		1		70440.331

				機械 キカイ				刈払機、防除機、耕運機 カリ ハラ キ ボウジョ キ コウウンキ				1079736.589		2555.577		100%		1077181.012

						1701		園芸刃物				167338.498		-10432.418		94%		177770.916		177348.228		5973.048		1		171375.18

						1706		土農具				98197.982		2642.184		103%		95555.798		95978.486		4484.056		1		91494.43

				機械 キカイ				刃物・土農具 ハモノ ド ノウグ				265536.48		-7790.234		97%		273326.714

						1710		散水用品				89667.687		21319.535		131%		68348.152		68348.152		-3684.902		1		72033.054

						1711		散水ホ－ス				119684.755		21323.299		122%		98361.456		98361.456		-2988.68		1		101350.136

								ポンプ・散水用品				209352.442		42642.834		126%		166709.608

						1714		園芸ネット				317285.646		-7233.526		98%		324519.172		324519.172		18564.675		1		305954.497

						1721		防獣用品				104875.444		-3471.631		97%		108347.075		108347.075		7444.254		1		100902.821

				資材 シザイ				防獣・園芸ネット ボウ ジュウ エンゲイ				422161.09		-10705.157		98%		432866.247

						1716		農業資材				201984.348		-28.226		100%		202012.574		202012.574		9946.076		1		192066.498

						1704		農園芸支柱				105360.182		-7623.832		93%		112984.014		112984.014		-4350.884		1		117334.898

				資材 シザイ		17-機械 キカイ		生産資材、出荷資材 セイサン シザイ シュッカ シザイ				1351152.443		15645.898		101%		1335506.545

						17合計						2430889.032		18201.475		101%		2412687.557

				園芸・農業用品　合計 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン ゴウケイ		G4						6169476.589		-67187.024		99%		6236663.613		6236663.613		227011.971		1		6009651.642









PP(事業別)_2018



																																　　　（百万円） ヒャクマンエン										H15/2期 キ						H23/2期 キ

								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ												2003年2月期(42期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ								売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,184		10.4%		100		4,044		10.0%		97		3,537		9.1%		85		3,490		8.9%		83		3,407		8.6%		81								5,500		11.7%		100		4,044		10.0%		100		3,562		9.2%		65		4,425		10.5%		100

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		4,949		12.3%		100		4,655		11.5%		94		4,179		10.8%		84		4,174		10.7%		84		4,073		10.3%		82								6,563		13.9%		100		4,655		11.5%		100		4,289		11.0%		65		5,418		12.9%		100

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,488		11.1%		100		4,199		10.3%		94		3,321		8.6%		74		3,228		8.3%		72		3,296		8.3%		73								5,134		10.9%		100		4,199		10.3%		100		3,535		9.1%		69		4,555		10.8%		100

				収納・インテリア シュウノウ		2,701		6.7%		100		2,096		5.2%		78		1,711		4.4%		63		1,688		4.3%		62		1,641		4.2%		61								3,993		8.5%		100		2,096		5.2%		100		1,766		4.5%		44		2,838		6.7%		100



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,589		16.3%		100		8,412		20.7%		128		9,328		24.1%		142		9,665		24.7%		147		9,858		25.0%		150								6,872		14.6%		100		8,412		20.7%		100		9,045		23.3%		132		6,428		15.3%		100

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		9,295		23.0%		100		8,950		22.1%		96		9,688		25.0%		104		9,908		25.3%		107		9,992		25.3%		107								10,343		21.9%		100		8,950		22.1%		100		9,446		24.3%		91		10,104		24.0%		100

				ペット		3,088		7.6%		100		3,328		8.2%		108		2,840		7.3%		92		2,823		7.2%		91		2,773		7.0%		90								3,518		7.5%		100		3,328		8.2%		100		2,830		7.3%		80		3,190		7.6%		100

				カー・レジャー		2,400		5.9%		100		1,973		4.9%		82		1,793		4.6%		75		1,847		4.7%		77		1,834		4.6%		76								3,079		6.5%		100		1,973		4.9%		100		1,740		4.5%		57		2,556		6.1%		100

				文　具 ブン グ		1,336		3.3%		100		1,509		3.7%		113		1,482		3.8%		111		1,486		3.8%		111		1,467		3.7%		110								1,465		3.1%		100		1,509		3.7%		100		1,472		3.8%		100		1,597		3.8%		100

				灯　油 ヒ アブラ		1,351		3.3%		100		1,420		3.5%		105		812		2.1%		60		777		2.0%		58		1,166		3.0%		86								655		1.4%		100		1,420		3.5%		100		1,196		3.1%		183		1,009		2.4%		100



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		40,381

廣瀬 進: HC商品売上		100%		100		40,586

廣瀬 進: HC商品売上		100%		101		38,691

廣瀬 進: HC商品売上		100%		96		39,086

廣瀬 進: HC商品売上		100%		97		39,507

廣瀬 進: HC商品売上		100%		98								47,122		100%		100		40,586		100%		100		38,881		100%		83		42,120		100%		100

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		10,750 (26.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						

廣瀬 進: HC商品売上		11,024 (27.2%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,629 (30.1%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,569 (29.6%)

廣瀬 進: HC商品荒利						11,559 (29.3%)

廣瀬 進: HC商品荒利												   12,845 (27.3%)						   11,024 (27.2%)						11,537 (29.7%)						11,207 (26.6%)



				ドラッグストア		1,140

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上						

廣瀬 進: HC商品荒利		100		2,075

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				182		1,771

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				155		1,722

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				151		1,608

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上				141								570				100		2,075				100		1,815				318		1,025				100

				イエローハット		679

廣瀬 進: YH総売上				100		433

廣瀬 進: YH総売上				64		407

廣瀬 進: YH総売上				60		397

廣瀬 進: YH総売上				58		0				0								865				100		433				100		421				49		745				100

				ブックセンター		2,127

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2127)												

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		100		2,100

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)				99		1,346

廣瀬 進: BC総売上				63		1,209

廣瀬 進: BC総売上				57		1,172

廣瀬 進: BC総売上				55								2,260				100		2,108				100		1,409				62		2,486				100

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		1,883

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: ｼﾞｬｽﾄ商事のﾘｰｽ･保険除く(2100)		100		1,710

廣瀬 進: 連結営業収入				91		1,644

廣瀬 進: 営業収入				87		1,613

廣瀬 進: 営業収入				86		1,587

廣瀬 進: 営業収入				84								446				100		1709				100		1,640				368		491				100



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		46,394

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 連結営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		100		47,022

廣瀬 進: 営業収益(連結)																		

廣瀬 進: HC商品売上		

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入												

廣瀬 進: HC商品荒利		

廣瀬 進: YH総売上		

廣瀬 進: BC総売上		101		43,904

廣瀬 進: 営業収益(連結)												

廣瀬 進: ﾄﾞﾗｯｸﾞ総売上		

廣瀬 進: 営業収入						

廣瀬 進: BC総売上		95		44,078

廣瀬 進: 営業収益(連結)						

廣瀬 進: 営業収入		95		43,925

廣瀬 進: 営業収益(連結)				95								51,135				100		47,022				100		44,218				86		47,036				100				←連結ベース、44期以前は､売上高、45期以降か営業収益 レンケツ キ イゼン ウリアゲ ダカ キ イコウ エイギョウ シュウエキ



								2006年2月期(45期） ネン ツキ キ キ						2011年2月期(50期） ネン ツキ キ キ						2016年2月期(55期） ネン ツキ キ キ						2017年2月期(56期） ネン ツキ キ キ						2018年2月期(57期） ネン ツキ キ キ																								2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ						2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  143   店 テン						  133   店 テン						  132   店 テン						  132   店 テン						  131   店 テン																								  133   店 テン						  149   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				61,054 坪 ツボ						66,284 坪 ツボ						72,985 坪 ツボ						73,915 坪 ツボ						74,075 坪 ツボ																								71,690 坪 ツボ						60,989 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン						53.0万円 マンエン																								54.2万円 マンエン						69.0万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン						15.9万円 マンエン																								16.1万円 マンエン						18.4万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.05億円 オクエン						 2.93億円 オクエン						 2.96億円 オクエン						 3.02億円 オクエン																								 2.92億円 オクエン						 2.82億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.83億円 オクエン						 0.88億円 オクエン						 0.87億円 オクエン						 0.88億円 オクエン																								 0.87億円 オクエン						 0.75億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 427 坪 ツボ						 498 坪 ツボ						 553 坪 ツボ						 560 坪 ツボ						 565 坪 ツボ																								 539 坪 ツボ						 409 坪 ツボ







PP(事業別) (旧)



																				　　　　　　（百万円） ヒャクマンエン

								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ		売上高 ウリアゲ ダカ		構成比 コウセイ ヒ		指数 シスウ

				台所・家庭用品 ダイドコロ カテイ ヨウヒン		4,425		10.5%		100		4,255		10.3%		96		3,562		9.2%		80

				日用消耗品 ニチヨウ ショウモウ ヒン		5,418		12.9%		100		4,797		11.6%		89		4,289		11.0%		79

				電気パーツ・家電 デンキ カデン		4,555		10.8%		100		4,147		10.0%		91		3,535		9.1%		78

				収納・インテリア シュウノウ		2,838		6.7%		100		2,315		5.6%		82		1,766		4.5%		62



				園芸・農業用品 エンゲイ ノウギョウ ヨウヒン		6,428		15.3%		100		8,423		20.4%		131		9,045		23.3%		141

				資材・工具・ワーキング シザイ コウグ		10,104		24.0%		100		9,101		22.0%		90		9,446		24.3%		93

				ペット		3,190		7.6%		100		3,597		8.7%		113		2,830		7.3%		89

				カー・レジャー		2,556		6.1%		100		1,988		4.8%		78		1,740		4.5%		68

				文　具 ブン グ		1,597		3.8%		100		1,570		3.8%		98		1,472		3.8%		92

				灯　油 ヒ アブラ		1,009		2.4%		100		1,148		2.8%		114		1,196		3.1%		119



				 ホームセンター売上高 ウリアゲ ダカ		42,120		100%		100		41,341		100%		98		38,881		100%		92

				 ホームセンター荒利益高(率) アラリエキ ダカ リツ		       11,207 (26.6%)						       11,100 (26.9%)						       11,537 (29.7%)



				ドラッグストア		1,025				100		1,965				192		1,815				177

				イエローハット		745				100		466				63		421				57

				ブックセンター		2,486				100		2,160				87		1,409				57

				営業収入 エイギョウ シュウニュウ		491				100		1,814				369		1,640				334



				営業収益 エイギョウ シュウエキ		47,036				100		47,857				102		44,218				94



								2005年2月期(44期） ネン ツキ キ キ						2010年2月期(49期） ネン ツキ キ キ						2015年2月期(54期） ネン ツキ キ キ

				　Ｈ  Ｃ     店舗数 テンポスウ				  149   店 テン						  131   店 テン						  133   店 テン

				　 　　　　　売場面積 ウリバ メンセキ				60,989 坪 ツボ						63,860 坪 ツボ						71,690 坪 ツボ

				　　　　　 　坪売上高 ツボ ウリアゲ ダカ		69.0万円 マンエン						64.7万円 マンエン						54.2万円 マンエン

				　　　　　 　坪荒利益高 アラリエキ ダカ		18.4万円 マンエン						17.4万円 マンエン						16.1万円 マンエン



				 H C 1店 　 売上高 テン ウリアゲ ダカ				 2.82億円 オクエン						 3.15億円 オクエン						 2.92億円 オクエン

				　　   　　　  荒利益高 アラリエキ ダカ				 0.75億円 オクエン						 0.85億円 オクエン						 0.87億円 オクエン

				　　   　　　  売場面積 ウリバ メンセキ				 409 坪 ツボ						 487 坪 ツボ						 539 坪 ツボ







PP(HC規模別)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ				47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ				52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		108		15402865821		77		11424171263		68

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		29		13344322649		34		16467172831		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		14		10407473310		17		12326561666		21

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		151		39154661780		128		40217905760		136

						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ				58期(2019年2月期) キ ネン ツキ キ				59期(2020年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		8606305193		59		8296907825		57		8004052902		56

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16987311592		47		16646277180		44		16270978594		44

				800坪以上 ツボ イジョウ		13954800541		25		14493203882		27		15404338159		26

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		39548417326		131		39436388887		128		39679369655		126





×PP(HC規模別-B)

				ホームセンター　規模別推移 キボベツ スイイ

																						(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		24655544711		774767946		108		16398493942		9772593		88		13349240225		-77128773		71

				400～800坪未満 ツボ ミマン		13153299017		330157518		29		13351946034		230427365		33		15926717543		113000259		43

				800坪以上 ツボ イジョウ		9489317367		3779550		14		9548382997		147454264		15		11410816289		277971242		19

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-3617242		0		0		3666417		0		0		-1125916		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		47298161095		1105087772		151		39298822973		391320639		136		40686774057		312716812		133

						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		9764325210		-194913441		63		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		16596894486		411351849		48		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		12559934460		305238365		22		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		-12329986		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		38921154156		509346787		133		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC規模別)　(40期から1表)

				ホームセンター　規模別売上高 キボベツ ウリアゲ ダカ

																																																																																																																(百万円、店) ヒャクマン エン テン

						40期(2001年2月期) キ ネン ツキ キ						41期(2002年2月期) キ ネン ツキ キ						42期(2003年2月期) キ ネン ツキ キ						43期(2004年2月期) キ ネン ツキ キ						44期(2005年2月期) キ ネン ツキ キ						45期(2006年2月期) キ ネン ツキ キ						46期(2007年2月期) キ ネン ツキ キ						47期(2008年2月期) キ ネン ツキ キ						48期(2009年2月期) キ ネン ツキ キ						49期(2010年2月期) キ ネン ツキ キ						50期(2011年2月期) キ ネン ツキ キ						51期(2012年2月期) キ ネン ツキ キ						52期(2013年2月期) キ ネン ツキ キ						53期(2014年2月期) キ ネン ツキ キ						54期(2015年2月期) キ ネン ツキ キ						55期(2016年2月期) キ ネン ツキ キ						56期(2017年2月期) キ ネン ツキ キ						57期(2018年2月期) キ ネン ツキ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ		売上高 ウリアゲ ダカ		経常利益 ケイジョウ リエキ		店舗数 テンポ スウ

				400坪未満 ツボ ミマン		28837399759		333407060		120		26910425187		701707076		112		24655544711		774767946		108		22042340690		429670044		106		19632939287		107245770		98		17671976976		-58390500		93		16398493942		9772593		88		15402865821		46487489		77		14867448315		90396065		76		14361899822		-106427426		73		13349240225		-77128773		71		12367752506		-99511501		70		11424171263		-241855706		68		10487951266		-228692835		66		9764325210		-194913441		63		9146542958		-157924667		61		8771713284		-182271718		60		8606305193		-249854920		59

				400～800坪未満 ツボ ミマン		14422218567		-36865575		34		13790850432		115465207		31		13153299017		330157518		29		13208303987		182798134		31		13256574610		25200969		34		13369608783		18508103		35		13351946034		230427365		33		13344322649		311452588		34		14670205898		282848403		37		15790273828		129030896		40		15926717543		113000259		43		16664970459		392451799		44		16467172831		98394409		47		16476653040		204298596		47		16596894486		411351849		48		16513198640		482092700		47		16811985450		266290800		48		16987311592		220218986		47

				800坪以上 ツボ イジョウ		7112223237		-386199347		12		8856722423		-177274508		13		9489317367		3779550		14		9658351877		28929536		14		9398706893		-46340106		15		9479843184		-94494859		15		9548382997		147454264		15		10407473310		173476871		17		10905696295		234015501		17		11288383908		230056759		18		11410816289		277971242		19		12419111025		297261594		20		12326561666		143867088		21		12285495396		181758770		22		12559934460		305238365		22		13066045897		139633532		24		13544436833		235793178		24		13954800541		183676915		25

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		-23091255		0		0		-3617242		0		0		-3957827		0		0		-1126300		0		0		-19019214		0		0		3666417		0		0		-2678407		0		0		-33146518		0		0		-22846019		0		0		-1125916		0		0		-12435790		0		0		-2948597		0		0		-26457158		0		0		-12329986		0		0		-11381332		0		0		-11855252		0		0		-6162227		0

				ＨＣ合計 ゴウケイ		50371841563		-89657862		166		49557998042		616806520		156		47298161095		1105087772		151		44908996554		637439887		151		42288220790		84980333		147		40521428943		-153396470		143		39298822973		391320639		136		39154661780		528738541		128		40443350508		574113451		130		41440557558		229814210		131		40686774057		312716812		133		41451833990		577766102		134		40217905760		-2542806		136		39250099702		130907373		135		38921154156		509346787		133		38725787495		452420233		132		39128135567		307957008		132		39548417326		147878754		131





PP(HC一覧) (2018)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2017年度 ネンド																						2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		405,912		2.8								28,404				208				1		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		328,491		3.8								12,254				1,186				2		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		311,119		2.1								16,235				336				3		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		225,511		-2.4								8,093				369				4		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		184,810		1.0								7,673				89				5		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		172,373		-3.4								6,807				194				6		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		141,167		-5.9								10,766				59				7		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		136,310		-2.7								7,417				15				9		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				9		ケーヨー		千葉 チバ		2		132,191		-10.0								2,450				181				8		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		129,205		-1.7								6,722				173				10		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		89,763		-3.9								3,055				145				11		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		86,600		3.1												59				12		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		76,896		-1.6								6,450				49				13		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		57,138		5.5								1,787				57				14		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		50,718		1.6								1,268				19				15		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,818		0.8								613				103				16		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		43,924		-0.3								349				142				17		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,771										1,023								18		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,666		1.3								1,268				30				19		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		36,527		2.2								229				26				20		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		33,191		2.9								762				72				22		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		32,222		3.5								2,505				11				23		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				23		セキチュー		群馬 グンマ		2		31,976		-4.8								393				32				21		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		30,096		2.2								125				101				24		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,800		3.2								－				23				26		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				26		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		20,294		-6.4								313				23				27		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				27		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		19,039		22.6								308				6				32		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,428		0.4								－				12				28		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,794		2.4								779				10				29		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		6		16,708										480				17						6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,609		-1.5								254				29				31		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,327		4.9								190				20				33		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				33		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,833		0.0								163				17				34		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				34		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		2		13,210										151				21				30		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,109		-9.0								－				11				35		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(2016/9/1ﾀﾞｲﾕｰ･ﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ設立) セツリツ		岡山 オカヤマ		2																				25		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

						ユニリビング		千葉 チバ		2																						2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																						2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2018.7.11号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2013)



										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		ＤＣＭホールディングス		東京都 トウキョウト		1402		428,324		-0.11		16,685		3.84		-14.10		16,526		10,216		532				1302		428,803		-1.91		19,038		4.38		-3.76		18,870		10,581		514				1202		437,138				1502		424,713				16,619						16,256		9,013		559

				2		カインズ		群馬県 グンマケン		1402		369,592		8.29		27,591		7.47		7.69						192				1302		341,283		-0.37		25,468		7.46		-13.44

				3		コメリ		新潟県 ニイガタケン		1403		335,566		5.05		20,246		6.03		5.28						1,150				1303		319,425		2.37		19,178		6.00		-5.46

				4		コーナン商事 ショウジ		大阪府 オオサカフ		1402		287,137		0.75		11,990		4.18		-36.24						290				1302		284,996		-3.27		16,335		5.73		-14.37

				5		ナフコ		福岡県 フクオカケン		1403		232,662		5.35		11,905		5.12		5.48						340				1303		220,856		0.23		11,253		5.10		-4.51

				6		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉県 サイタマケン		1403		195,055		11.18		3,847		1.97		92.88						82		1303		1303		175,439		5.52		274		0.16										1303

				7		ジョイフル本田 ホンダ		茨城県 イバラキケン		1406		181,000		-0.07		9,200		5.08		-9.72						15				1306		181,126		-2.46		10,094		5.57		-9.95

				8		ケーヨー		千葉県 チバ ケン		1402		174,020		-3.76		1,878		1.08		-81.74						186				1302		180,812		-4.98		3,413		1.89		-49.75

				9		島忠 シマチュウ		埼玉県 サイタマ ケン		1408		169,000		5.82		13,000		7.69		5.32						54				1308		159,708		0.14		12,309		7.71		-10.92

				10		Ｏｌｙｍｐｉｃグループ		東京都 トウキョウト		1402		100,962		15.80		239		0.24

				11		アークランドサカモト		新潟県 ニイガタケン		1402		99,244		2.22		8,758		8.82		6.11						44				1302		97,084		1.84		8,223		8.47		-2.25

				12		東急ハンズ トウキュウ		東京都 トウキョウト		1403		84,495		2.02												46		1303		1303		82,821		-2.95														1303

				13		ロイヤルホームセンター		大阪府 オオサカフ		1403		73,527		8.15		1,818		2.47								52				1303		67,984		5.47		1,251		1.84		-12.55

				14		山新 ヤマシン		茨城県 イバラキケン		1403		54,537		2.50												39				1303		53,205		-3.76

				15		ニシムタ		鹿児島県 カゴシマ ケン		1402		53,944		6.87												26				1302		50,475		8.56

				16		綿半ホームエイド メン ハン		長野県 ナガノケン		1403		48,323		5.22		996		2.06		33.23						16				1303		45,926		4.26		665		1.45		-61.05

				17		エンチョー		静岡県 シズオカ ケン		1403		47,596		2.01		767		1.61		-28.16						27				1303		46,656		-4.86		983		2.11		-43.23

				18		サンデー		青森県 アオモリケン		1402		46,903		-0.34		1,269		2.71		5.12						65				1302		47,064		-7.74		1,204		2.56		-47.59

				19		ジュンテンドー		島根県 シマネケン		1402		44,848		-2.85		278		0.62		41.37						153				1302		46,164		-1.18		163		0.35		-373.01

				20		ダイユーエイト		福島県 フクシマケン		1402		41,251		3.30		1,020		2.47		-27.84						90				1302		39,935		3.20		1,304		3.27		-52.15

				21		セキチュー		群馬県 グンマケン		1402		35,788		-2.85		312		0.87		14.74						36				1302		36,836		-3.98		266		0.72		-166.92

				22		ホームインプルーブメントひろせ		大分県 オオイタケン		1305		33,843		-3.72		1,305		3.86								28				1205		35,151		-0.53

				23		サンワドー		青森県 アオモリケン		1402		31,616		1.40		647		2.05		-38.79						30				1302		31,180		1.35		898		2.88		3.34

				24		カンセキ		栃木県 トチギケン		1402		31,319		0.61		774		2.47		-24.29						71				1302		31,129		-2.21		962		3.09		-19.33

				25		嘉穂無線 カホ ムセン		福岡県 フクオカケン		1403		30,480		-0.39												62				1303		30,600		-0.97

				26		ユニリビング		千葉県 チバ ケン		1402		30,376		-5.34												17				1302		32,091		-5.25

				27		ひらせいホームセンター		新潟県 ニイガタ ケン		1309		28,680		-0.02		214		0.75		-23.83						102				1209		28,686		-5.34		265		0.92		-34.72

				28		ハンズマン		宮崎県 ミヤザキ ケン		1406		28,288		5.34		661		2.34		27.53						11				1306		26,854		7.33		479		1.78		-26.72

				29		リックコーポレーション		岡山県 オカヤマ ケン		1402		27,952		0.20		470		1.68		14.68						64				1302		27,897		-0.98		401		1.44		-77.31

				30		ユーホー		広島県 ヒロシマケン		1308		27,438		-0.95												22				1208		27,700

				31		ドイト		埼玉県 サイタマケン		1403		19,934		-0.70		1,410		7.07								12				1303		20,074		-3.19

				32		西村ジョイ ニシムラ		香川県 カガワケン		1402		18,150		0.26												12				1302		18,103		1.89

				33		くろがねや		山梨県 ヤマナシケン		1405		17,452		-0.69		323		1.85		23.84						22				1305		17,573		-1.55		246		1.40		-57.72

				34		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		1402		16,161		-0.84												4				1302		16,298		2.49

				35		いない		鳥取県 トットリケン		1402		15,822		-1.40		241		1.52		33.20						27				1302		16,047		-5.55		161		1.00		-55.28

				36		ナンバ		岡山県 オカヤマ ケン		1402		15,376		-2.42		350		2.28		5.43						16				1302		15,757		-3.93		331		2.10		-3.02

				37		ホームセンターアグロ		兵庫県 ヒョウゴケン		1402		14,913		6.03		115		0.77		-118.26						24				1302		14,065		-2.39		251		1.78		20.32

				38		メイクマン		沖縄県 オキナワケン		1309		14,756		3.87		681		4.62		2.35						9				1209		14,206		-3.41		665		4.68		-15.64

				39		Ｊマート		東京都 トウキョウト		1402		14,732		-4.34		43		0.29		-41.86						16				1302		15,400		-7.26		61		0.40		-303.28

				40		祐徳自動車 ユウトク ジドウシャ		佐賀県 サガケン		1403		12,700		0.32																1303		12,660		0.48

				41		三交クリエイティブ・ライフ サンコウ		愛知県 アイチケン		1403		12,700		1.12																1303		12,559		-1.11

				42		山岸 ヤマギシ		福井県 フクイケン		1401		10,617		4.85																1301		10,126		-1.44

				43		タカヨシ		千葉県 チバケン		1309		8,912		2.23																1209		8,718		87.00

				44		ホームセンターみつわ		福井県 フクイケン		1403		8,856		-2.57																1303		9,090		-15.80

				45		菅文 カン ブン		岩手県 イワテケン		1402		8,469		3.36																1302		8,194		0.62

				46		ビーバートザン		神奈川県 カナガワ ケン		1403		8,379		-2.94												11				1303		8,633		-7.60

				47		アヤハディオ		滋賀県 シガケン		1403																				1303		31,982		1.29

				48		マキバ		神奈川県 カナガワ ケン		1403																				1303		7,789		-6.29





































PP(HC一覧) (2014)

																										(百万円) ヒャクマンエン

										2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,848		-2.9								129				153

				16		エンチョー		静岡 シズオカ		3		42,949		2.0								453				27

				17		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		40,399		4.3								994				90

				18		サンデー		青森 アオモリ		2		38,191										1,260				65

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		30,376		-5.3								－				17

				23		サンワドー		青森 アオモリ		2		29,239		1.3								606				30

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,700		0.0								－				22

				27		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		26,854		7.3								1,111				11

				28		ドイト		埼玉 サイタマ		3		19,934		-0.7								1,410				12

				29		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,150		0.3								－				12

				30		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,822		-1.4								241				27

				32		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		15,376		-2.4								350				16

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,913		6.0								115				24

				34		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		14,756		3.9								681				9

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,732		-4.3								43				16

				36		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,711										9				19

				37		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2015)

																										(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド						2014年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				6		ケーヨー		千葉 チバ		2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				7		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				8		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		カーマ		愛知 アイチ		2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ダイキ		愛媛 エヒメ		2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				13		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				14		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				15		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				16		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				17		サンデー		青森 アオモリ		2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				18		エンチョー		静岡 シズオカ		3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				19		セキチュー		群馬 グンマ		2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				20		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				21		カンセキ		栃木 トチギ		2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				22		ユニリビング		千葉 チバ		2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

				23		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				24		サンワドー		青森 アオモリ		2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				25		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				26		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				27		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		くろがねや		山梨 ヤマナシ		5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				30		ドイト		埼玉 サイタマ		3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,860		-1.9								765				4

				33		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				34		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				35		Ｊマート		東京 トウキョウ		2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

				36		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				37		ジョイ		山形 ヤマガタ		2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

				38		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

														(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































PP(HC一覧) (2016)

																										(百万円) ヒャクマンエン																						(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン																				(百万円) ヒャクマンエン

										2016年度 ネンド																						2015年度 ネンド																				2014年度 ネンド																				2013年度 ネンド																				2012年度 ネンド																				2011年度 ネンド

				順位 ジュンイ		会社名 カイシャ メイ		所在地 ショザイチ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				順位 ジュンイ		決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		伸び率 ノ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ		前期比 ゼンキヒ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		増益率 ゾウエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ		店舗数 テンポ スウ				決算期 ケッサンキ		売上高 ウリアゲ ダカ

				1		カインズ		埼玉 サイタマ		2		395,043		2.4								28,515				205				1		2		385,936		1.6								25,249				199				2		379,843		5.1								25,005				197				2		361,244		8.0								25,394				192

				2		コメリ		新潟 ニイガタ		3		316,444		1.9								12,418				1,182				2		3		310,667		2.5								13,036				1,183				3		303,061		-5.6								11,950				1,169				3		321,136		5.2								15,789				1,150

				3		コーナン商事 ショウジ		大阪 オオサカ		2		304,788		0.6								14,562				319				3		2		302,934		3.1								12,911				313				2		293,817		2.3								9,938				304				2		287,137		0.8								10,251				290

				4		ナフコ		福岡 フクオカ		3		231,040		0.5								9,170				371				4		3		229,908		3.4								9,308				364				3		222,254		-4.5								7,672				352				3		232,662		3.8								12,260				340

				5		ＬＩＸＩＬビバ		埼玉 サイタマ		3		182,948		1.7								9,939				88				6		3		172,728		2.8								7,644				86				3		168,055		0.6								6,878				84				3		166,987		8.0								5,498				82

				6		ＤＣＭホーマック		北海道 ホッカイドウ		2		178,386		-2.5								8,414				191				5		2		183,000		-2.1								7,884				184				2		187,011		-1.1								8,167								2		189,070		0.4								8,075				178

				7		島忠 シマチュウ		埼玉 サイタマ		8		149,987		-3.2								12,718				58				8		8		154,979		-6.8								13,488				57				8		166,214		4.1								15,706				56				8		159,708		0.1								15,287				54

				8		ケーヨー		千葉 チバ		2		146,896		-6.9								2,210				183				7		2		157,797		-6.8								1,118				185				2		169,252		-2.7								1,750				186				2		174,020		-3.8								2,581				186

				9		ジョイフル本田 ホンダ		茨城 イバラキ		6		140,151		-2.7								7,997				15				9		6		144,078		-8.2								7,039				15				6		156,973		-0.5								9,007				15				6		157,694		-3.1								9,875				15

				10		ＤＣＭカーマ		愛知 アイチ		2		131,413		-1.2								6,503				172				10		2		131,195		1.6								6,358				161				2		129,125		0.1								5,822				149				2		129,306		-0.6								5,196				142

				11		ＤＣＭダイキ		愛媛 エヒメ		2		93,417		-5.0								3,023				145				11		2		98,327		-4.3								2,796				143				2		102,785		-3.6								2,362				144				2		106,676										1,890				142

				12		ロイヤルホームセンター		大阪 オオサカ		3		83,970		6.9								1,698				57				13		3		78,543		7.3								1,730				53				3		73,176		-0.5								2,107				52				3		73,527		8.2								1,818				52

				13		アークランドサカモト		新潟 ニイガタ		2		78,176		-0.5								6,302				47				12		2		78,589		-4.3								6,510				46				2		82,099		0.0								7,078				46				2		82,093		0.3								7,000				44

				14		ホームセンターバロー		岐阜 ギフ		3		54,151										2,019				54

				15		綿半ホームエイド メン ハン		長野 ナガノ		3		49,921		1.8								900				18				14		3		49,045		7.3								455				18				3		45,719		-5.4								220				16				3		48,323		5.2								996				16

				16		サンデー		青森 アオモリ		2		47,431		11.9								779				100				16		2		42,386		9.8								531				98				2		38,608		1.1								972				74				2		38,191										1,260				65

				17		ジュンテンドー		島根 シマネ		2		44,078		0.4								477				148				15		2		43,904		-0.7								576				150				2		44,218		-1.4								546				151				2		44,848		-2.9								129				153

				18		ダイユーエイト		福島 フクシマ		2		42,096										1,429				100				17		2		42,321		2.1								1,525				99				2		41,465		2.6								1,370				94				2		40,399		4.3								994				90

				19		ホームインプルーブメントひろせ		大分 オオイタ		5		36,194		6.4								1,184				29				19		5		34,011		0.2								1,064				29				5		33,952		0.3								1,250				29				5		33,843		-3.7								1,305				28

				20		エンチョー		静岡 シズオカ		3		35,726		-3.9								248				26				18		3		37,177		-2.9								200				26				3		38,303		-10.8								84				26				3		42,949		2.0								453				27

				21		セキチュー		群馬 グンマ		2		33,591		-0.4								962				30				20		2		33,234		-7.9								869				31				2		36,075		0.8								1,286				34				2		35,788		-2.9								668				36

				22		カンセキ		栃木 トチギ		2		32,249		1.1								588				73				21		2		31,889		0.0								737				70				2		31,879		1.8								657				70				2		31,316		0.6								445				71

				23		ハンズマン		宮崎 ミヤザキ		6		31,126		7.2								2,316				11				23		6		29,024		2.6								1,748				11				6		28,288		5.3								1,331				11				6		26,854		7.3								1,111				11

				24		ひらせいホームセンター		新潟 ニイガタ		9		29,444		0.2								209				99				22		9		29,388		0.1								179				101				9		29,354		2.4								181				98				9		28,680		-0.0								214				102

				25		リックコーポレーション		岡山 オカヤマ		2		27,780		-3.9								308				64				24		2		28,921		2.6								465				67				2		28,176		0.8								303				66				2		27,951		0.2								368				64

				26		ユーホー		広島 ヒロシマ		8		25,000		-3.8								－				22				26		8		26,000		-5.5								－				22				8		27,500		-0.7								－				22				8		27,700		0.0								－				22

				27		ＤＣＭサンワ		青森 アオモリ		2		21,685										-363				23						2																				2		28,473		-2.6								362				30				2		29,239		1.3								606				30

				28		西村ジョイ ニシムラ		香川 カガワ		2		17,352		-2.3								－				12				27		2		17,759		-2.6								－				12				2		18,233		0.5								－				12				2		18,150		0.3								－				12

				29		メイクマン		沖縄 オキナワ		9		16,401		6.2								721				10				32		9		15,448		-1.8								468				10				9		15,731		6.6								159				9				9		14,756		3.9								681				9

				30		ＤＣＭくろがねや		山梨 ヤマナシ		5		15,903		-4.8								465				21				28		5		16,703		-4.3								341				22				5		17,451		-0.7								356				22				5		17,573		-1.5								291				22

				31		いない		鳥取 トットリ		2		15,852		-0.9								252				29				30		2		16,000		0.4								292				27				2		15,932		0.7								254				27				2		15,822		-1.4								241				27

				32		ジョイフルエーケー		北海道 ホッカイドウ		2		15,525		-2.8								548				5				31		2		15,976		0.7								802				4				2		15,860		-1.9								765				4

				33		ホームセンターアグロ		兵庫 ヒョウゴ		2		14,607		-2.8								194				17				33		2		15,021		-1.9								240				16				2		15,312		2.7								140				27				2		14,913		6.0								115				24

				34		ナンバ		岡山 オカヤマ		2		13,832		-0.7								112				17				34		2		13,935		-2.8								201				17				2		14,331		-6.8								102				16				2		15,376		-2.4								350				16

				35		ビーバートザン		神奈川 カナガワ		3		7,814		-2.7								－				12						3																				3		8,169		-2.5								10				12				3		8,379		-2.9								9				11

						ドイト(2016/6まで決算公告) ケッサン コウコク		埼玉 サイタマ		6																				29		3		16,403		-5.9								1,142				13				3		17,440		-12.5								622				11				3		19,934		-0.7								1,410				12

						ユニリビング		千葉 チバ		2																				25		2		28,214		-4.6								－				18				2		29,571		-2.7								－				18				2		30,376		-5.3								－				17

						Ｊマート(2016年綿半Jﾏｰﾄ.子会社） ネン コガイシャ		東京 トウキョウ		2																				35		2		13,358		-6.9								36				15				2		14,348		-2.6								144				15				2		14,732		-4.3								43				16

						ジョイ(2015年サンデー吸収合併) ネン キュウシュウ ガッペイ		山形 ヤマガタ		2																						2																				2		8,526		-2.1								61				19				2		8,711										9				19

														(出所)日経MJ 2017.7.12号 シュッショ ニッケイ ゴウ																						(出所)日経MJ 2016.7.13号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2015.7.8号 シュッショ ニッケイ ゴウ																				(出所)日経MJ 2014.7.9号 シュッショ ニッケイ ゴウ



































アンケート

																																																								平成２７年７月　　　日 ヘイセイ ネン ツキ ニチ



								株式会社ジュンテンドー　　会社説明会アンケート カブシキ カイシャ カイシャ セツメイカイ





				　本日は、会社説明会にご参加いただき誠にありがとうございました。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ サンカ マコト

				　今後の運営の参考にさせて頂きますので、よろしければアンケートにご協力ください。 コンゴ ウンエイ サンコウ イタダ キョウリョク

				　なお、ご記入いただいた内容につきましては、個々のデータとして外部に公開することは キニュウ ナイヨウ ココ ガイブ コウカイ

				一切ございません。 イッサイ



				問１．当社をご存知でしたか？ トイ トウシャ ゾンチ

						□ よく知っている シ														□ 社名は知っていた シャメイ シ																□ 知らなかった シ



				問２．会社説明会の内容は分かりやすかったでしょうか？ トイ カイシャ セツメイカイ ナイヨウ ワ

						□ 大変分かりやすい タイヘン ワ																□ 分かりやすい ワ														□ 普通 フツウ

						□ やや分かりにくい ワ																□ 分かりにくい ワ



				問３．説明会で得た情報は、今後の投資判断に役立つと思いますか？ トイ セツメイカイ エ ジョウホウ コンゴ トウシ ハンダン ヤクダ オモ

						□ はい								□ どちらとも言えない イ																□ いいえ



				問４．当社について、どのような内容を特にお知りになりたいですか？　(複数回答可) トイ トウシャ ナイヨウ トク シ フクスウ カイトウ カ

						□ 事業内容　　　□ 経営計画　　　□ 財務戦略　　　□ 業績　　　□ 業界動向　　　□ ＣＳＲ ジギョウ ナイヨウ ケイエイ ケイカク ザイム センリャク ギョウセキ ギョウカイ ドウコウ

						□ その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） タ



				問５．現在当社の株式を所有していますか？ トイ ゲンザイ トウシャ カブシキ ショユウ

						□ はい								□ いいえ										□ 過去に所有していた カコ ショユウ



				問６．現在購入を検討していますか？ トイ ゲンザイ コウニュウ ケントウ

						□ はい								□ いいえ





				　ご協力ありがとうございました。 キョウリョク

				　本日の会社説明会へのご意見・ご感想、弊社へのご要望などございましたら、ご記入ください。 ホンジツ カイシャ セツメイカイ イケン カンソウ ヘイシャ ヨウボウ キニュウ

















				性別 セイベツ				 □男性 ダンセイ								 □女性 ジョセイ																		 □会社役員　□会社員　　　　　　　　 □自営業 カイシャ ヤクイン カイシャ イン ジエイギョウ

				年齢 ネンレイ				 □３０歳未満 サイ ミマン								□３０歳代 サイ ダイ						□４０歳代 サイ ダイ								ご職業 ショクギョウ				 □主婦　　　　□パート・アルバイト　　□公務員 シュフ シャイン コウムイン

								 □５０歳代 サイ ダイ								□６０歳代 サイ ダイ						□７０歳以上 サイ イジョウ												 □無職　　　　□その他 (                         ) ムショク タ















PP(沿革)

				沿革 エンカク



				明治27年 メイジ ネン		1894年 ネン				島根県美濃郡益田町(現益田市)において、順天堂薬局を創立。医薬品販売業を開始。 シマネケン ミノグン マスダ チョウ ゲン マスダ シ ジュンテンドウ ヤッキョク ソウリツ イヤクヒン ハンバイ ギョウ カイシ

				昭和44年 ショウワ ネン		1969年 ネン				日本初のホームセンター「幸せを売るバラエティ・ストア順天堂駅前店」開店 ニホン ハツ シアワ ウ ジュンテンドウ エキマエ テン カイテン

				昭和55年 ショウワ ネン		1980年 ネン				新設店舗の主力を小型店舗(150坪型店舗)に変更。 シンセツ テンポ シュリョク コガタ テンポ ツボ カタ テンポ ヘンコウ

				昭和62年 ショウワ ネン		1987年 ネン				店舗数100店を突破 テンポ スウ テン トッパ

				平成元年 ヘイセイ ガンネン		1989年 ネン				広島証券取引所に株式上場　(平成12年に東京証券取引所と合併) ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				大阪証券取引所第二部に株式上場　(平成20年に上場廃止) オオサカ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヘイセイ ネン ジョウジョウ ハイシ

				平成3年 ヘイセイ ネン		1991年 ネン				売上高300億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成4年 ヘイセイ ネン		1992年 ネン				経常利益21.4億円(最大) ケイジョウリエキ オクエン サイダイ

				平成7年 ヘイセイ ネン		1995年 ネン				店舗数188店（最大） テンポ スウ テン サイダイ

				平成9年 ヘイセイ ネン		1997年 ネン				売上高500億円を突破 ウリアゲ ダカ オクエン トッパ

				平成10年 ヘイセイ ネン		1998年 ネン				1000坪店舗(マイン峰山店)の出店を開始 ツボ テンポ ミネヤマ テン シュッテン カイシ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				営業本部を広島県安芸郡へ移設開設 エイギョウ ホンブ ヒロシマ ケン アキグン イセツ カイセツ

				平成11年 ヘイセイ ネン		1999年 ネン				売上高526億円(最大) ウリアゲ ダカ オクエン サイダイ

				平成12年 ヘイセイ ネン		2000年 ネン				東京証券取引所第二部に株式上場　(広島証券取引所と合併による) トウキョウ ショウケン トリヒキ ショ ダイ ニ ブ カブシキ ジョウジョウ ヒロシマ ショウケン トリヒキ ショ ガッペイ

				平成23年 ヘイセイ ネン		2011年 ネン				茶屋町店(1,764坪)を開店 チャヤマチ テン ダイキボ ツボ カイテン

				平成29年 ヘイセイ ネン		2017年 ネン				イエローハット4店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				西舞鶴モール店(最大規模1,923坪)を開店 ニシマイヅル テン サイダイ キボ ツボ カイテン

				平成31年 ヘイセイ ネン		2019年 ネン				ドラッグストア6店舗を事業譲渡 テンポ ジギョウ ジョウト







時価総額推移

				39期～56期　時価総額推移 キ キ ジカ ソウガク スイイ



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51,947		51,358		50,691		48,734		46,570		44,058		42,366		41,347		41,492		42,831		43,884		43,207		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		666		(190)		590		1,093		606		82		(227)		279		439		488		229		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		株価（円） カブカ エン		225		144		140		165		173		201		260		188		150		99		109		121		146		123		134		171		134		597		893		560		416

		発行済株式数（株） ハッコウ ズ カブシキ スウ カブ		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		20,827,911		8,331,164		8,331,164		8,331,164		8,331,164

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224

																※												※

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン

				39期 キ		40期 キ		41期 キ		42期 キ		43期 キ		44期 キ		45期 キ		46期 キ		47期 キ		48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ

				2000年度 ネン ド		2001年度 ネン ド		2002年度 ネン ド		2003年度 ネン ド		2004年度 ネン ド		2005年度 ネン ド		2006年度 ネン ド		2007年度 ネン ド		2008年度 ネン ド		2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度		2018年度 ネン ド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		53,715		53,420		53,085		51,136		49,575		47,036		44,511		43,858		43,888		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,577		42,260		42,465		42,338		41,924		40,715

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		691		(122)		650		1,127		656		192		(181)		269		376		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349		(32)		250

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



				48期 キ		49期 キ		50期 キ		51期 キ		52期 キ		53期 キ		54期 キ		55期 キ		56期 キ		57期 キ

				2009年度 ネン ド		2010年度 ネン ド		2011年度 ネン ド		2012年度 ネン ド		2013年度 ネン ド		2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

		売上高（百万円）（連結） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン レンケツ		45,234		46,112		45,313		44,941		44,463		43,175		42,557		42,260		42,465		42,338

		経常利益（百万円）（連結） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン レンケツ		389		168		403		646		20		129		546		576		477		349

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452

								※45期　ジュンテンドー商事と合併。51期ジャスト商事と合併 キ ショウジ ガッペイ キ ショウジ ガッペイ

								※株価は42期以降は2月末終値。39期～41期は12月末時点 カブカ キ イコウ ガツ マツ オワリネ キ キ ガツ マツ ジテン





売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947	51358	50691	48734	46570	44058	42366	41347	41492	42831	43884	43207	44941	44463	43175	42577	42260	42465	42338	41924	40715	

経常利益（百万円）	'00/2期	'0	1/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	666	-190	590	1093	606	82	-227	279	439	488	229	403	646	20	129	546	576	477	349	-32	250	

時価総額（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	

時価総額グラフ(1)

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		'17/2期		'18/2期 キ		'19/2期 キ		'20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224



売上高（百万円）	

'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	51947000000	51358000000	50691000000	48734000000	46570000000	44058000000	42366000000	41347000000	41492000000	42831000000	43884000000	43207000000	44941000000	44463000000	43175000000	42577000000	42260000000	42465000000	42338000000	41924000000	40715000000	時価総額（百万円）	'00/2期	'01/2期	'02/2期	'03/2期	'04/2期	'05/2期	'06/2期	'07/2期	'08/2期	'09/2期	'10/2期	'11/2期	'12/2期	'13/2期	'14/2期	'15/2期	'16/2期	'17/2期	'18/2期	'19/2期	'20/2期	4686279975	2999219184	2915907540	3436605315	3603228603	4186410111	5415256860	3915647268	3124186650	2061963189	2270242299	2520177231	3040875006	2561833053	2790940074	3561572781	2790940074	4973704908	7439729452	4665451840	3465764224	



時価総額グラフ(2)



				'00/2期 キ		'01/2期 キ		'02/2期 キ		'03/2期 キ		'04/2期 キ		'05/2期 キ		'06/2期 キ		'07/2期 キ		'08/2期 キ		'09/2期 キ		'10/2期 キ		'11/2期 キ		'12/2期 キ		'13/2期 キ		'14/2期 キ		'15/2期 キ		'16/2期 キ		17/2期		18/2期 キ		19/2期 キ		20/2期 キ

		売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		51947000000		51358000000		50691000000		48734000000		46570000000		44058000000		42366000000		41347000000		41492000000		42831000000		43884000000		43207000000		44941000000		44463000000		43175000000		42577000000		42260000000		42465000000		42338000000		41924000000		40715000000

		時価総額（百万円） ジカ ソウガク ヒャクマンエン		4686279975		2999219184		2915907540		3436605315		3603228603		4186410111		5415256860		3915647268		3124186650		2061963189		2270242299		2520177231		3040875006		2561833053		2790940074		3561572781		2790940074		4973704908		7439729452		4665451840		3465764224
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株価

		日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

		reserved-44120x1F		988		988		925		946		52,500		946

		reserved-44119x1F		997		997		965		974		39,000		974

		reserved-44118x1F		956		988		950		982		57,200		982

		reserved-44117x1F		985		1,012		945		950		94,500		950

		reserved-44116x1F		1,005		1,033		973		1,000		174,600		1,000

		reserved-44113x1F		1,080		1,115		1,071		1,095		116,300		1,095

		reserved-44112x1F		1,070		1,090		1,058		1,075		58,500		1,075

		reserved-44111x1F		1,081		1,083		1,048		1,051		47,400		1,051

		reserved-44110x1F		1,121		1,121		1,071		1,089		39,400		1,089

		reserved-44109x1F		1,108		1,134		1,088		1,120		65,100		1,120

		reserved-44106x1F		1,111		1,138		1,064		1,070		53,600		1,070

		reserved-44104x1F		1,150		1,150		1,100		1,110		79,300		1,110

		reserved-44103x1F		1,160		1,190		1,131		1,167		149,600		1,167

		reserved-44102x1F		1,210		1,229		1,111		1,140		411,600		1,140

		reserved-44099x1F		1,031		1,090		1,031		1,060		48,300		1,060

		reserved-44098x1F		1,095		1,120		1,001		1,053		99,300		1,053

		reserved-44097x1F		1,020		1,136		1,006		1,136		141,000		1,136

		reserved-44092x1F		920		987		920		987		101,900		987

		reserved-44091x1F		912		919		877		909		22,200		909

		reserved-44090x1F		898		918		894		918		26,000		918

		reserved-44089x1F		898		898		870		897		13,900		897

		reserved-44088x1F		890		905		875		899		28,100		899

		reserved-44085x1F		870		891		852		869		16,600		869

		reserved-44084x1F		895		909		862		872		12,800		872

		reserved-44083x1F		896		896		875		890		13,800		890

		reserved-44082x1F		914		919		885		906		22,500		906

		reserved-44081x1F		916		931		881		919		25,200		919

		reserved-44078x1F		835		915		835		903		25,800		903

		reserved-44077x1F		904		965		875		880		68,300		880

		reserved-44076x1F		870		893		861		889		33,800		889

		reserved-44075x1F		834		860		822		860		22,700		860

		reserved-44074x1F		796		845		793		833		22,000		833

		reserved-44071x1F		832		839		753		785		42,800		785

		reserved-44070x1F		841		841		828		840		17,100		840

		reserved-44069x1F		820		839		818		838		23,800		838

		reserved-44068x1F		825		826		814		821		15,800		821

		reserved-44067x1F		804		822		796		815		21,200		815

		reserved-44064x1F		784		800		782		796		8,800		796

		reserved-44063x1F		803		803		784		786		16,800		786

		reserved-44062x1F		810		819		804		809		16,700		809

		reserved-44061x1F		821		821		800		810		22,000		810

		reserved-44060x1F		822		849		816		816		28,800		816

		reserved-44057x1F		812		828		805		812		32,200		812

		reserved-44056x1F		771		819		765		819		72,100		819

		reserved-44055x1F		741		780		741		776		61,200		776

		reserved-44054x1F		743		746		733		741		12,000		741

		reserved-44050x1F		743		749		732		736		17,600		736

		reserved-44049x1F		753		758		742		747		33,800		747

		reserved-44048x1F		735		743		729		741		14,700		741

		reserved-44047x1F		742		747		707		732		26,600		732

		reserved-44046x1F		715		745		715		742		26,100		742

		reserved-44043x1F		754		754		695		698		40,700		698

		reserved-44042x1F		742		754		741		754		22,300		754

		reserved-44041x1F		744		754		732		738		22,600		738

		reserved-44040x1F		744		760		729		742		40,500		742

		reserved-44039x1F		715		745		705		744		27,300		744

		reserved-44034x1F		713		722		708		722		11,600		722

		reserved-44033x1F		718		727		713		720		35,400		720

		reserved-44032x1F		693		716		667		708		42,300		708

		reserved-44029x1F		708		723		688		688		54,300		688

		reserved-44028x1F		760		789		716		723		121,100		723

		reserved-44027x1F		729		760		713		753		101,600		753

		reserved-44026x1F		707		755		705		714		92,100		714

		reserved-44025x1F		690		719		652		718		174,700		718

		reserved-44022x1F		745		755		705		748		157,400		748

		reserved-44021x1F		676		760		668		760		154,500		760

		reserved-44020x1F		664		724		662		694		316,500		694

		reserved-44019x1F		615		624		610		624		41,700		624

		reserved-44018x1F		576		609		572		601		41,600		601

		reserved-44015x1F		579		583		570		583		35,300		583

		reserved-44014x1F		599		600		551		551		55,100		551

		reserved-44013x1F		580		605		576		591		65,700		591

		reserved-44012x1F		644		644		574		576		216,900		576

		reserved-44011x1F		614		614		614		614		35,100		614

		reserved-44008x1F		516		516		511		514		3,000		514

		reserved-44007x1F		508		511		506		510		1,200		510

		reserved-44006x1F		517		517		509		510		2,900		510

		reserved-44005x1F		509		517		509		517		3,800		517

		reserved-44004x1F		502		509		502		505		2,800		505

		reserved-44001x1F		502		504		496		502		2,500		502

		reserved-44000x1F		496		506		496		504		900		504

		reserved-43999x1F		490		499		490		495		2,100		495

		reserved-43998x1F		496		505		476		484		16,500		484

		reserved-43997x1F		498		504		497		497		1,200		497

		reserved-43994x1F		490		501		490		498		4,300		498

		reserved-43993x1F		510		513		508		510		2,800		510

		reserved-43992x1F		509		520		509		514		16,900		514

		reserved-43991x1F		514		519		513		519		8,100		519

		reserved-43990x1F		513		514		510		513		2,400		513

		reserved-43987x1F		510		514		503		513		9,300		513

		reserved-43986x1F		510		511		507		511		4,200		511

		reserved-43985x1F		507		508		504		506		2,200		506

		reserved-43984x1F		510		510		506		507		3,900		507

		reserved-43983x1F		501		510		500		510		5,000		510

		reserved-43980x1F		500		502		496		500		9,100		500

		reserved-43979x1F		495		497		492		497		2,800		497

		reserved-43978x1F		490		494		486		491		2,800		491

		reserved-43977x1F		488		493		485		485		1,600		485

		reserved-43976x1F		481		492		481		485		2,000		485

		reserved-43973x1F		481		487		481		481		4,700		481

		reserved-43972x1F		482		494		482		493		900		493

		reserved-43971x1F		476		494		476		482		5,100		482

		reserved-43970x1F		476		476		468		476		2,800		476

		reserved-43969x1F		475		477		448		473		12,200		473

		reserved-43966x1F		495		496		449		475		15,800		475

		reserved-43965x1F		501		509		490		492		5,700		492

		reserved-43964x1F		505		511		502		502		3,200		502

		reserved-43963x1F		503		509		503		505		1,000		505

		reserved-43962x1F		508		510		499		501		7,200		501

		reserved-43959x1F		511		512		492		507		8,800		507

		reserved-43958x1F		516		520		508		511		9,500		511

		reserved-43952x1F		527		530		500		520		12,200		520

		reserved-43951x1F		536		536		522		527		9,100		527

		reserved-43949x1F		543		546		522		536		17,200		536

		reserved-43948x1F		552		569		540		546		32,400		546

		reserved-43945x1F		547		568		531		547		41,400		547

		reserved-43944x1F		509		550		508		547		29,800		547

		reserved-43943x1F		461		507		450		505		23,200		505

		reserved-43942x1F		451		480		451		480		4,900		480

		reserved-43941x1F		445		457		441		451		4,300		451

		reserved-43938x1F		443		445		435		435		2,600		435

		reserved-43937x1F		444		444		428		435		2,400		435

		reserved-43936x1F		441		450		440		445		1,900		445

		reserved-43935x1F		441		441		436		438		1,200		438

		reserved-43934x1F		450		450		433		433		4,100		433

		reserved-43931x1F		424		443		424		443		8,500		443

		reserved-43930x1F		410		412		409		412		2,500		412

		reserved-43929x1F		411		411		408		409		1,600		409

		reserved-43928x1F		407		413		407		411		3,200		411

		reserved-43927x1F		400		421		399		407		6,100		407

		reserved-43924x1F		413		415		406		406		3,500		406

		reserved-43923x1F		412		421		412		413		2,600		413

		reserved-43922x1F		413		419		412		412		1,800		412

		reserved-43921x1F		406		421		406		413		1,600		413

		reserved-43920x1F		402		420		402		405		5,200		405

		reserved-43917x1F		416		426		402		403		6,400		403

		reserved-43916x1F		398		411		396		411		3,300		411

		reserved-43915x1F		390		397		387		397		2,400		397

		reserved-43914x1F		372		383		365		383		4,600		383

		reserved-43913x1F		355		368		355		364		3,200		364

		reserved-43909x1F		335		348		335		347		3,200		347

		reserved-43908x1F		325		340		325		327		7,200		327

		reserved-43907x1F		320		327		319		322		4,000		322

		reserved-43906x1F		320		326		320		323		4,400		323

		reserved-43903x1F		323		325		305		320		10,000		320

		reserved-43902x1F		372		377		353		359		7,400		359

		reserved-43901x1F		368		383		352		377		7,000		377

		reserved-43900x1F		386		386		358		368		13,400		368

		reserved-43899x1F		401		407		386		386		7,400		386

		reserved-43896x1F		431		431		411		411		5,600		411

		reserved-43895x1F		438		438		430		433		1,800		433

		reserved-43894x1F		418		434		413		428		3,800		428

		reserved-43893x1F		446		461		426		426		10,000		426

		reserved-43892x1F		411		437		410		425		13,400		425

		reserved-43889x1F		437		443		411		416		17,000		416

		reserved-43888x1F		485		488		474		474		17,300		474

		reserved-43887x1F		503		516		501		501		31,700		501

		reserved-43886x1F		510		525		500		513		19,800		513

		reserved-43882x1F		532		532		528		528		4,200		528

		reserved-43881x1F		535		539		531		531		7,800		531

		reserved-43880x1F		541		546		536		536		5,700		536

		reserved-43879x1F		559		559		541		541		10,100		541

		reserved-43878x1F		561		561		558		560		5,000		560

		reserved-43875x1F		559		563		559		561		2,700		561

		reserved-43874x1F		560		562		558		559		3,000		559

		reserved-43873x1F		564		565		560		561		5,000		561

		reserved-43871x1F		562		564		560		564		3,800		564

		reserved-43868x1F		559		561		557		560		2,300		560

		reserved-43867x1F		555		560		555		559		2,900		559

		reserved-43866x1F		553		557		552		554		3,300		554

		reserved-43865x1F		551		553		550		550		3,400		550

		reserved-43864x1F		551		552		550		551		4,700		551

		reserved-43861x1F		567		567		555		557		4,000		557

		reserved-43860x1F		571		571		552		569		13,200		569

		reserved-43859x1F		574		574		571		571		1,400		571

		reserved-43858x1F		570		574		570		572		5,700		572

		reserved-43857x1F		575		575		570		570		4,800		570

		reserved-43854x1F		576		578		575		575		2,700		575

		reserved-43853x1F		580		580		576		576		3,100		576

		reserved-43852x1F		578		579		577		579		1,700		579

		reserved-43851x1F		579		579		576		576		4,100		576

		reserved-43850x1F		580		580		578		579		4,500		579

		reserved-43847x1F		578		579		576		578		7,300		578

		reserved-43846x1F		572		573		571		573		5,000		573

		reserved-43845x1F		570		570		567		570		3,900		570

		reserved-43844x1F		575		576		559		570		20,900		570

		reserved-43840x1F		577		578		574		578		6,400		578

		reserved-43839x1F		570		574		569		574		5,000		574

		reserved-43838x1F		565		569		561		566		3,700		566

		reserved-43837x1F		568		570		565		566		5,400		566

		reserved-43836x1F		564		568		561		565		7,300		565

		reserved-43829x1F		562		566		560		566		6,000		566

		reserved-43826x1F		557		562		553		558		5,300		558

		reserved-43825x1F		552		553		546		549		5,300		549

		reserved-43824x1F		546		554		545		550		5,800		550

		reserved-43823x1F		557		557		541		546		14,000		546

		reserved-43822x1F		555		560		555		558		3,800		558

		reserved-43819x1F		558		558		555		555		3,700		555

		reserved-43818x1F		558		558		557		557		1,300		557

		reserved-43817x1F		562		562		557		557		3,800		557

		reserved-43816x1F		563		564		561		562		2,800		562

		reserved-43815x1F		560		563		558		563		4,600		563

		reserved-43812x1F		564		564		558		560		3,800		560

		reserved-43811x1F		565		565		559		561		4,300		561

		reserved-43810x1F		565		565		561		561		3,800		561

		reserved-43809x1F		558		565		558		565		10,900		565

		reserved-43808x1F		558		565		558		565		7,600		565

		reserved-43805x1F		557		560		556		558		4,500		558

		reserved-43804x1F		558		558		556		558		2,200		558

		reserved-43803x1F		558		558		556		556		1,700		556

		reserved-43802x1F		558		559		556		558		2,900		558

		reserved-43801x1F		557		559		553		557		2,400		557

		reserved-43798x1F		554		557		551		551		2,900		551

		reserved-43797x1F		551		554		551		554		2,800		554

		reserved-43796x1F		556		562		554		554		1,800		554

		reserved-43795x1F		562		562		555		555		2,200		555

		reserved-43794x1F		560		561		556		557		4,000		557

		reserved-43791x1F		557		558		556		557		2,700		557

		reserved-43790x1F		554		556		554		556		4,400		556

		reserved-43789x1F		552		554		552		554		2,500		554

		reserved-43788x1F		552		552		550		551		1,300		551

		reserved-43787x1F		549		549		548		548		900		548

		reserved-43784x1F		546		550		546		549		1,300		549

		reserved-43783x1F		547		547		545		545		1,200		545

		reserved-43782x1F		545		548		544		547		5,600		547

		reserved-43781x1F		543		546		543		544		1,400		544

		reserved-43780x1F		541		544		541		542		1,100		542

		reserved-43777x1F		545		545		541		545		3,400		545

		reserved-43776x1F		541		548		540		545		2,900		545

		reserved-43775x1F		540		543		540		540		1,200		540

		reserved-43774x1F		535		539		534		539		2,500		539

		reserved-43770x1F		539		539		530		535		2,100		535

		reserved-43769x1F		544		544		516		533		9,400		533

		reserved-43768x1F		531		565		531		546		13,000		546

		reserved-43767x1F		529		531		528		531		2,500		531

		reserved-43766x1F		525		530		524		527		1,500		527

		reserved-43763x1F		523		523		522		522		1,800		522

		reserved-43762x1F		517		523		517		523		2,000		523

		reserved-43761x1F		514		518		513		515		1,600		515

		reserved-43759x1F		518		519		513		514		2,400		514

		reserved-43756x1F		518		519		514		518		1,000		518

		reserved-43755x1F		508		517		508		512		1,600		512

		reserved-43754x1F		515		519		512		512		2,100		512

		reserved-43753x1F		520		520		511		513		8,500		513

		reserved-43749x1F		525		543		523		530		3,700		530

		reserved-43748x1F		524		528		524		528		4,100		528

		reserved-43747x1F		520		524		520		524		700		524

		reserved-43746x1F		524		524		521		524		1,300		524

		reserved-43745x1F		521		523		516		520		1,500		520

		reserved-43742x1F		519		520		519		519		1,300		519

		reserved-43741x1F		513		518		513		517		1,400		517

		reserved-43740x1F		516		518		511		518		2,700		518

		reserved-43739x1F		507		511		507		511		1,100		511

		reserved-43738x1F		510		512		507		508		1,900		508

		reserved-43735x1F		507		510		507		510		2,600		510

		reserved-43734x1F		506		507		505		507		2,100		507

		reserved-43733x1F		503		504		501		504		1,700		504

		reserved-43732x1F		504		504		502		503		1,400		503

		reserved-43728x1F		505		505		502		504		1,400		504

		reserved-43727x1F		505		505		505		505		400		505

		reserved-43726x1F		507		507		505		505		800		505

		reserved-43725x1F		505		505		505		505		300		505

		reserved-43721x1F		501		507		501		505		1,200		505

		reserved-43720x1F		508		508		501		502		800		502

		reserved-43719x1F		505		508		505		508		700		508

		reserved-43718x1F		508		510		504		505		5,700		505

		reserved-43717x1F		503		505		503		505		1,500		505

		reserved-43714x1F		501		505		500		503		900		503

		reserved-43713x1F		501		501		500		500		1,000		500

		reserved-43712x1F		501		502		499		502		600		502

		reserved-43711x1F		505		505		495		502		4,400		502

		reserved-43710x1F		501		504		500		504		1,000		504

		reserved-43707x1F		502		505		500		504		1,000		504

		reserved-43706x1F		497		502		497		499		700		499

		reserved-43705x1F		495		497		495		497		1,100		497

		reserved-43704x1F		500		501		495		496		1,600		496

		reserved-43703x1F		503		503		499		500		1,100		500

		reserved-43700x1F		503		503		500		500		300		500

		reserved-43699x1F		501		501		500		500		700		500

		reserved-43698x1F		507		507		501		501		700		501

		reserved-43697x1F		506		507		501		507		1,600		507

		reserved-43696x1F		499		506		499		506		1,400		506

		reserved-43693x1F		500		502		499		499		800		499

		reserved-43692x1F		498		502		497		500		1,300		500

		reserved-43691x1F		498		500		497		500		900		500

		reserved-43690x1F		500		500		496		498		800		498

		reserved-43686x1F		505		505		500		500		3,200		500

		reserved-43685x1F		497		499		495		499		1,700		499

		reserved-43684x1F		499		500		496		496		1,100		496

		reserved-43683x1F		490		497		487		497		1,900		497

		reserved-43682x1F		499		500		491		491		4,100		491

		reserved-43679x1F		503		503		499		500		2,800		500

		reserved-43678x1F		504		504		500		502		2,700		502

		reserved-43677x1F		502		504		502		504		200		504

		reserved-43676x1F		502		502		502		502		500		502

		reserved-43675x1F		502		504		502		503		1,000		503

		reserved-43672x1F		504		505		501		504		1,500		504

		reserved-43671x1F		506		506		502		504		4,000		504

		reserved-43670x1F		505		507		505		505		800		505

		reserved-43669x1F		506		506		504		504		600		504

		reserved-43668x1F		503		505		503		504		500		504

		reserved-43665x1F		502		506		501		503		1,100		503

		reserved-43664x1F		508		508		501		502		1,800		502

		reserved-43663x1F		509		509		506		507		500		507

		reserved-43662x1F		507		508		505		508		900		508

		reserved-43658x1F		510		510		506		507		2,500		507

		reserved-43657x1F		509		510		508		510		1,000		510

		reserved-43656x1F		518		518		508		509		5,900		509

		reserved-43655x1F		511		521		510		513		15,800		513

		reserved-43654x1F		516		529		514		529		13,000		529

		reserved-43651x1F		510		511		510		511		1,500		511

		reserved-43650x1F		506		508		506		508		900		508

		reserved-43649x1F		502		506		502		505		1,200		505

		reserved-43648x1F		509		509		501		503		3,500		503

		reserved-43647x1F		506		508		505		506		1,600		506

		reserved-43644x1F		507		507		503		504		1,500		504

		reserved-43643x1F		501		507		501		507		1,200		507

		reserved-43642x1F		502		503		502		503		200		503

		reserved-43641x1F		504		506		502		506		1,200		506

		reserved-43640x1F		507		510		505		508		2,100		508

		reserved-43637x1F		502		506		501		506		700		506

		reserved-43636x1F		504		506		501		506		500		506

		reserved-43635x1F		500		508		500		502		1,500		502

		reserved-43634x1F		506		506		501		501		1,000		501

		reserved-43633x1F		508		508		505		505		700		505

		reserved-43630x1F		503		508		502		506		1,100		506

		reserved-43629x1F		502		506		502		503		600		503

		reserved-43628x1F		502		510		502		502		1,300		502

		reserved-43627x1F		509		510		501		501		4,700		501

		reserved-43626x1F		518		519		501		509		17,600		509

		reserved-43623x1F		510		518		510		514		5,000		514

		reserved-43622x1F		504		506		501		506		3,100		506

		reserved-43621x1F		496		503		496		503		1,800		503

		reserved-43620x1F		495		500		495		497		4,300		497

		reserved-43619x1F		488		490		487		489		2,100		489

		reserved-43616x1F		495		496		488		488		2,700		488

		reserved-43615x1F		490		495		490		494		1,500		494

		reserved-43614x1F		491		491		490		491		900		491

		reserved-43613x1F		493		494		492		492		800		492

		reserved-43612x1F		493		493		490		491		1,700		491

		reserved-43609x1F		484		495		484		495		5,200		495

		reserved-43608x1F		496		496		496		496		1,500		496

		reserved-43607x1F		500		500		497		497		900		497

		reserved-43606x1F		502		504		498		499		1,600		499

		reserved-43605x1F		499		502		498		502		1,400		502

		reserved-43602x1F		499		500		499		499		1,200		499

		reserved-43601x1F		504		504		499		499		1,400		499

		reserved-43600x1F		501		504		500		502		1,400		502

		reserved-43599x1F		503		503		500		500		1,200		500

		reserved-43598x1F		500		505		500		505		1,200		505

		reserved-43595x1F		508		508		503		503		3,000		503

		reserved-43594x1F		500		502		500		502		900		502

		reserved-43593x1F		506		506		500		502		2,200		502

		reserved-43592x1F		502		509		502		506		1,100		506

		reserved-43581x1F		503		503		500		502		1,200		502

		reserved-43580x1F		506		506		500		506		1,300		506

		reserved-43579x1F		501		503		500		500		1,200		500

		reserved-43578x1F		502		504		501		501		1,300		501

		reserved-43577x1F		502		502		500		501		1,300		501

		reserved-43574x1F		512		512		502		502		1,500		502

		reserved-43573x1F		502		520		500		512		3,500		512

		reserved-43572x1F		501		505		500		502		1,500		502

		reserved-43571x1F		509		509		501		501		1,300		501

		reserved-43570x1F		510		513		503		505		6,400		505

		reserved-43567x1F		516		518		508		514		2,200		514

		reserved-43566x1F		515		517		509		516		2,700		516

		reserved-43565x1F		514		516		514		516		3,300		516

		reserved-43564x1F		504		509		504		509		1,800		509

		reserved-43563x1F		502		503		500		501		700		501

		reserved-43560x1F		500		501		498		499		600		499

		reserved-43559x1F		497		502		497		498		1,900		498

		reserved-43558x1F		496		500		496		498		1,900		498

		reserved-43557x1F		502		502		499		500		2,300		500

		reserved-43556x1F		499		500		496		500		3,600		500

		reserved-43553x1F		500		505		497		503		5,100		503

		reserved-43552x1F		499		499		495		498		1,600		498

		reserved-43551x1F		492		499		492		497		2,800		497

		reserved-43550x1F		496		498		496		498		2,500		498

		reserved-43549x1F		500		500		496		496		7,000		496

		reserved-43546x1F		503		504		502		502		3,700		502

		reserved-43544x1F		510		510		506		507		3,800		507

		reserved-43543x1F		514		516		512		515		1,900		515

		reserved-43542x1F		511		513		510		510		1,800		510

		reserved-43539x1F		521		521		515		515		1,300		515

		reserved-43538x1F		522		525		522		523		1,400		523

		reserved-43537x1F		511		521		510		521		4,900		521

		reserved-43536x1F		524		524		512		517		5,200		517

		reserved-43535x1F		530		531		520		525		3,500		525

		reserved-43532x1F		538		539		531		531		4,600		531

		reserved-43531x1F		542		542		535		540		4,400		540

		reserved-43530x1F		543		545		541		542		4,100		542

		reserved-43529x1F		547		552		543		548		4,200		548

		reserved-43528x1F		555		555		549		549		9,600		549

		reserved-43525x1F		560		566		549		556		10,500		556

		reserved-43524x1F		558		564		557		560		10,100		560

		reserved-43523x1F		556		570		554		556		14,700		556

		reserved-43522x1F		554		565		543		554		64,000		554

		reserved-43521x1F		591		599		583		590		130,600		590

		reserved-43518x1F		600		604		600		603		18,100		603

		reserved-43517x1F		602		605		600		601		10,800		601

		reserved-43516x1F		603		605		600		602		10,700		602

		reserved-43515x1F		602		605		601		603		12,900		603

		reserved-43514x1F		604		606		602		602		6,500		602

		reserved-43511x1F		601		603		600		603		4,500		603

		reserved-43510x1F		600		605		600		602		3,300		602

		reserved-43509x1F		603		603		598		600		4,300		600

		reserved-43508x1F		600		605		599		603		4,500		603

		reserved-43504x1F		602		602		597		600		7,000		600

		reserved-43503x1F		603		606		600		602		4,500		602

		reserved-43502x1F		601		605		600		603		2,400		603

		reserved-43501x1F		595		598		595		598		6,700		598

		reserved-43500x1F		599		600		596		596		4,300		596

		reserved-43497x1F		601		603		595		596		9,700		596

		reserved-43496x1F		606		607		604		605		2,700		605

		reserved-43495x1F		610		611		606		606		3,700		606

		reserved-43494x1F		604		610		604		609		3,000		609

		reserved-43493x1F		610		611		605		610		3,500		610

		reserved-43490x1F		604		610		601		607		3,600		607

		reserved-43489x1F		609		610		604		604		1,700		604

		reserved-43488x1F		607		610		601		610		1,600		610

		reserved-43487x1F		590		608		590		607		3,400		607

		reserved-43486x1F		583		587		580		587		2,700		587

		reserved-43483x1F		577		580		573		578		3,300		578

		reserved-43482x1F		573		576		571		574		4,800		574

		reserved-43481x1F		572		575		570		571		1,700		571

		reserved-43480x1F		569		572		563		572		3,400		572

		reserved-43476x1F		563		567		555		566		7,700		566

		reserved-43475x1F		564		567		557		567		7,400		567

		reserved-43474x1F		545		564		545		564		3,700		564

		reserved-43473x1F		546		555		545		552		3,000		552

		reserved-43472x1F		551		559		546		550		4,800		550

		reserved-43469x1F		512		545		502		545		11,000		545

		reserved-43462x1F		536		542		534		542		3,400		542

		reserved-43461x1F		508		538		505		533		13,300		533

		reserved-43460x1F		488		503		483		503		9,500		503

		reserved-43459x1F		461		480		455		480		38,200		480

		reserved-43455x1F		576		576		524		533		10,100		533

		reserved-43454x1F		590		590		581		581		3,600		581

		reserved-43453x1F		591		595		590		591		4,800		591

		reserved-43452x1F		599		599		591		596		4,700		596

		reserved-43451x1F		616		616		601		601		3,300		601

		reserved-43448x1F		619		626		618		618		1,200		618

		reserved-43447x1F		623		624		618		619		3,200		619

		reserved-43446x1F		630		632		621		621		2,500		621

		reserved-43445x1F		626		629		621		621		2,000		621

		reserved-43444x1F		625		632		625		626		11,300		626

		reserved-43441x1F		631		635		631		635		3,700		635

		reserved-43440x1F		632		632		627		627		2,800		627

		reserved-43439x1F		628		633		627		630		2,600		630

		reserved-43438x1F		638		638		630		630		2,600		630

		reserved-43437x1F		633		635		630		634		5,900		634

		reserved-43434x1F		634		634		633		633		1,600		633

		reserved-43433x1F		633		634		630		634		1,500		634

		reserved-43432x1F		630		633		628		633		2,100		633

		reserved-43431x1F		630		634		630		634		3,100		634

		reserved-43430x1F		639		639		630		630		2,500		630

		reserved-43426x1F		636		640		633		639		1,100		639

		reserved-43425x1F		638		640		636		636		2,000		636

		reserved-43424x1F		648		648		630		640		2,800		640

		reserved-43423x1F		647		647		642		642		2,500		642

		reserved-43420x1F		643		647		643		647		800		647

		reserved-43419x1F		644		644		640		643		2,500		643

		reserved-43418x1F		645		646		640		640		1,200		640

		reserved-43417x1F		640		645		631		645		5,400		645

		reserved-43416x1F		653		653		640		642		3,700		642

		reserved-43413x1F		651		651		647		650		5,300		650

		reserved-43412x1F		652		652		646		650		3,000		650

		reserved-43411x1F		652		652		638		642		1,800		642

		reserved-43410x1F		650		650		637		650		2,400		650

		reserved-43409x1F		654		654		651		651		3,800		651

		reserved-43406x1F		643		644		632		644		1,500		644

		reserved-43405x1F		632		635		630		635		1,600		635

		reserved-43404x1F		633		633		627		632		600		632

		reserved-43403x1F		634		634		623		623		2,700		623

		reserved-43402x1F		641		642		630		631		4,200		631

		reserved-43399x1F		641		648		635		636		2,000		636

		reserved-43398x1F		646		646		635		637		3,400		637

		reserved-43397x1F		664		665		650		651		2,600		651

		reserved-43396x1F		649		656		642		656		2,600		656

		reserved-43395x1F		635		645		632		645		3,400		645

		reserved-43392x1F		628		632		628		630		1,600		630

		reserved-43391x1F		624		628		621		628		1,500		628

		reserved-43390x1F		621		627		619		620		1,200		620

		reserved-43389x1F		617		623		614		617		2,200		617

		reserved-43388x1F		627		627		616		623		6,500		623

		reserved-43385x1F		641		645		637		637		4,300		637

		reserved-43384x1F		641		645		640		645		2,600		645

		reserved-43383x1F		646		650		645		645		4,200		645

		reserved-43382x1F		650		651		645		650		3,400		650

		reserved-43378x1F		643		647		642		647		1,500		647

		reserved-43377x1F		642		644		640		643		1,600		643

		reserved-43376x1F		645		647		645		645		800		645

		reserved-43375x1F		649		649		643		648		2,800		648

		reserved-43374x1F		643		645		639		640		6,900		640

		reserved-43371x1F		619		637		619		637		5,900		637

		reserved-43370x1F		608		618		606		618		3,000		618

		reserved-43369x1F		604		615		603		606		5,700		606

		reserved-43368x1F		601		604		600		604		2,700		604

		reserved-43364x1F		607		607		598		601		3,900		601

		reserved-43363x1F		601		602		597		598		4,100		598

		reserved-43362x1F		597		609		597		604		2,100		604

		reserved-43361x1F		604		608		590		597		5,200		597

		reserved-43357x1F		601		610		601		603		2,300		603

		reserved-43356x1F		609		614		599		600		5,100		600

		reserved-43355x1F		610		611		609		609		3,000		609

		reserved-43354x1F		620		622		610		610		3,500		610

		reserved-43353x1F		618		620		616		620		4,700		620

		reserved-43350x1F		630		630		601		615		5,000		615

		reserved-43349x1F		636		638		630		630		7,300		630

		reserved-43348x1F		645		645		638		639		2,000		639

		reserved-43347x1F		640		645		638		645		4,600		645

		reserved-43346x1F		645		650		645		647		3,200		647

		reserved-43343x1F		657		667		654		655		3,900		655

		reserved-43342x1F		655		665		655		665		1,600		665

		reserved-43341x1F		653		655		653		655		1,800		655

		reserved-43340x1F		653		655		653		653		1,900		653

		reserved-43339x1F		654		664		653		653		3,700		653

		reserved-43336x1F		646		654		646		654		900		654

		reserved-43335x1F		654		655		646		646		4,100		646

		reserved-43334x1F		657		658		654		654		600		654

		reserved-43333x1F		660		660		651		654		1,800		654

		reserved-43332x1F		660		664		660		660		1,000		660

		reserved-43329x1F		669		670		660		660		2,500		660

		reserved-43328x1F		665		670		665		665		1,700		665

		reserved-43327x1F		665		670		662		668		1,800		668

		reserved-43326x1F		667		667		661		661		2,600		661

		reserved-43325x1F		665		665		663		664		1,800		664

		reserved-43322x1F		672		680		671		674		5,100		674

		reserved-43321x1F		662		668		662		668		900		668

		reserved-43320x1F		660		664		660		663		1,800		663

		reserved-43319x1F		665		665		660		660		1,900		660

		reserved-43318x1F		667		670		660		661		2,700		661

		reserved-43315x1F		686		686		662		667		7,400		667

		reserved-43314x1F		692		697		686		686		1,600		686

		reserved-43313x1F		690		690		687		687		900		687

		reserved-43312x1F		687		691		687		691		800		691

		reserved-43311x1F		688		692		687		687		700		687

		reserved-43308x1F		687		689		687		688		1,100		688

		reserved-43307x1F		697		699		693		693		1,000		693

		reserved-43306x1F		683		693		683		693		900		693

		reserved-43305x1F		676		688		676		683		2,100		683

		reserved-43304x1F		675		684		675		677		4,300		677

		reserved-43301x1F		682		688		682		685		1,600		685

		reserved-43300x1F		703		703		680		687		5,800		687

		reserved-43299x1F		713		713		690		703		3,100		703

		reserved-43298x1F		719		719		705		705		1,600		705

		reserved-43294x1F		723		725		718		719		2,200		719

		reserved-43293x1F		713		723		710		714		1,700		714

		reserved-43292x1F		705		725		705		724		3,700		724

		reserved-43291x1F		695		720		667		720		24,000		720

		reserved-43290x1F		740		764		724		725		27,800		725

		reserved-43287x1F		719		728		716		717		4,400		717

		reserved-43286x1F		723		723		722		722		1,000		722

		reserved-43285x1F		724		724		717		720		1,200		720

		reserved-43284x1F		721		736		721		732		1,800		732

		reserved-43283x1F		729		729		715		722		5,000		722

		reserved-43280x1F		730		730		730		730		500		730

		reserved-43279x1F		729		729		729		729		600		729

		reserved-43278x1F		730		730		722		724		800		724

		reserved-43277x1F		723		725		720		721		2,400		721

		reserved-43276x1F		733		739		730		736		800		736

		reserved-43273x1F		734		735		731		733		1,600		733

		reserved-43272x1F		735		740		734		734		600		734

		reserved-43271x1F		730		740		730		734		1,000		734

		reserved-43270x1F		744		745		732		732		5,100		732

		reserved-43269x1F		746		746		741		741		2,000		741

		reserved-43266x1F		746		750		746		747		2,000		747

		reserved-43265x1F		745		750		745		748		1,300		748

		reserved-43264x1F		747		748		746		746		800		746

		reserved-43263x1F		748		748		743		745		1,000		745

		reserved-43262x1F		754		754		743		744		4,100		744

		reserved-43259x1F		755		757		740		750		15,000		750

		reserved-43258x1F		750		762		750		762		7,000		762

		reserved-43257x1F		746		750		744		748		4,300		748

		reserved-43256x1F		748		753		748		753		2,200		753

		reserved-43255x1F		753		753		741		745		2,600		745

		reserved-43252x1F		744		746		741		741		1,900		741

		reserved-43251x1F		748		748		743		746		800		746

		reserved-43250x1F		746		746		742		743		2,700		743

		reserved-43249x1F		755		755		747		749		3,100		749

		reserved-43248x1F		750		752		749		749		2,200		749

		reserved-43245x1F		751		754		750		750		1,400		750

		reserved-43244x1F		753		753		750		750		700		750

		reserved-43243x1F		753		753		753		753		300		753

		reserved-43242x1F		752		758		752		758		600		758

		reserved-43241x1F		755		760		752		752		1,100		752

		reserved-43238x1F		763		763		756		756		1,000		756

		reserved-43237x1F		759		759		755		756		2,300		756

		reserved-43236x1F		761		761		759		759		1,400		759

		reserved-43235x1F		766		767		760		765		1,300		765

		reserved-43234x1F		757		765		757		760		800		760

		reserved-43231x1F		767		767		751		758		3,700		758

		reserved-43230x1F		770		770		753		768		3,700		768

		reserved-43229x1F		756		764		756		764		900		764

		reserved-43228x1F		760		762		756		762		2,000		762

		reserved-43227x1F		754		764		750		760		2,300		760

		reserved-43222x1F		758		772		755		757		1,800		757

		reserved-43221x1F		760		773		758		758		1,500		758

		reserved-43217x1F		759		766		754		762		1,200		762

		reserved-43216x1F		751		753		751		752		500		752

		reserved-43215x1F		752		753		751		753		500		753

		reserved-43214x1F		751		752		750		752		500		752

		reserved-43213x1F		754		754		750		752		1,200		752

		reserved-43210x1F		753		759		753		756		1,000		756

		reserved-43209x1F		771		771		756		757		2,300		757

		reserved-43208x1F		757		775		755		772		2,200		772

		reserved-43207x1F		760		764		760		763		1,000		763

		reserved-43206x1F		764		780		763		763		1,800		763

		reserved-43203x1F		765		770		762		763		3,100		763

		reserved-43202x1F		793		800		764		777		5,200		777

		reserved-43201x1F		795		800		792		799		1,200		799

		reserved-43200x1F		807		808		791		800		2,700		800

		reserved-43199x1F		778		801		778		797		1,800		797

		reserved-43196x1F		804		804		784		788		2,600		788

		reserved-43195x1F		782		823		782		800		4,800		800

		reserved-43194x1F		771		798		763		781		3,400		781

		reserved-43193x1F		764		771		752		771		6,500		771

		reserved-43192x1F		785		785		769		772		4,000		772

		reserved-43189x1F		794		796		790		795		1,100		795

		reserved-43188x1F		762		802		762		800		7,200		800

		reserved-43187x1F		744		769		743		760		3,200		760

		reserved-43186x1F		746		754		746		746		1,600		746

		reserved-43185x1F		750		756		745		746		3,100		746

		reserved-43182x1F		751		763		751		751		6,000		751

		reserved-43181x1F		790		793		783		783		4,000		783

		reserved-43179x1F		802		802		793		793		4,500		793

		reserved-43178x1F		826		826		809		810		2,700		810

		reserved-43175x1F		830		830		825		825		2,900		825

		reserved-43174x1F		828		830		826		826		1,400		826

		reserved-43173x1F		830		830		826		827		1,000		827

		reserved-43172x1F		827		836		827		831		2,000		831

		reserved-43171x1F		837		841		827		827		2,800		827

		reserved-43168x1F		839		839		825		836		4,700		836

		reserved-43167x1F		830		840		826		834		5,300		834

		reserved-43166x1F		842		845		823		830		3,500		830

		reserved-43165x1F		845		855		840		843		3,400		843

		reserved-43164x1F		852		852		845		845		4,600		845

		reserved-43161x1F		844		864		843		864		11,600		864

		reserved-43160x1F		885		885		868		872		7,800		872

		reserved-43159x1F		891		895		887		893		6,800		893

		reserved-43158x1F		892		895		890		891		9,100		891

		reserved-43157x1F		902		906		894		895		47,000		895

		reserved-43154x1F		950		950		931		940		93,500		940

		reserved-43153x1F		953		955		940		942		19,300		942

		reserved-43152x1F		950		955		948		955		10,600		955

		reserved-43151x1F		945		950		942		950		5,000		950

		reserved-43150x1F		933		941		933		940		9,700		940

		reserved-43147x1F		931		938		929		937		4,800		937

		reserved-43146x1F		938		939		925		931		5,700		931

		reserved-43145x1F		925		940		912		940		15,900		940

		reserved-43144x1F		910		935		910		912		5,500		912

		reserved-43140x1F		889		908		880		901		23,000		901

		reserved-43139x1F		899		936		888		931		12,800		931

		reserved-43138x1F		888		888		870		884		25,300		884

		reserved-43137x1F		938		938		839		839		76,900		839

		reserved-43136x1F		990		992		987		989		10,000		989

		reserved-43133x1F		995		997		988		996		9,400		996

		reserved-43132x1F		993		998		990		998		9,100		998

		reserved-43131x1F		988		996		987		993		5,200		993

		reserved-43130x1F		995		998		993		997		6,200		997

		reserved-43129x1F		999		999		991		993		11,000		993

		reserved-43126x1F		1,005		1,017		986		986		18,300		986

		reserved-43125x1F		992		1,025		992		994		38,700		994

		reserved-43124x1F		988		994		985		992		6,300		992

		reserved-43123x1F		985		990		985		988		5,300		988

		reserved-43122x1F		989		994		988		990		7,200		990

		reserved-43119x1F		976		983		976		982		4,400		982

		reserved-43118x1F		986		986		975		976		8,600		976

		reserved-43117x1F		985		995		981		986		14,500		986

		reserved-43116x1F		969		990		966		975		6,000		975

		reserved-43115x1F		980		983		961		969		15,300		969

		reserved-43112x1F		987		991		984		984		7,200		984

		reserved-43111x1F		989		989		977		978		9,800		978

		reserved-43110x1F		990		991		986		989		12,400		989

		reserved-43109x1F		980		997		980		995		17,100		995

		reserved-43105x1F		969		980		954		980		10,300		980

		reserved-43104x1F		955		971		945		951		18,700		951

		reserved-43098x1F		927		941		927		941		8,900		941

		reserved-43097x1F		905		944		901		912		14,300		912

		reserved-43096x1F		880		895		876		891		7,400		891

		reserved-43095x1F		891		892		870		870		8,600		870

		reserved-43094x1F		899		909		888		891		9,400		891

		reserved-43091x1F		894		899		890		899		5,300		899

		reserved-43090x1F		882		890		880		884		3,800		884

		reserved-43089x1F		883		890		883		885		5,300		885

		reserved-43088x1F		899		914		880		882		9,800		882

		reserved-43087x1F		914		933		903		910		9,400		910

		reserved-43084x1F		954		954		898		900		12,200		900

		reserved-43083x1F		979		979		952		968		5,600		968

		reserved-43082x1F		973		989		958		972		7,700		972

		reserved-43081x1F		983		992		964		972		12,000		972

		reserved-43080x1F		993		1,011		971		988		21,700		988

		reserved-43077x1F		1,020		1,140		1,019		1,022		96,900		1,022

		reserved-43076x1F		998		1,071		952		995		164,700		995

		reserved-43075x1F		859		1,009		859		1,009		79,600		1,009

		reserved-43074x1F		832		859		823		859		9,500		859

		reserved-43073x1F		802		880		802		845		23,800		845

		reserved-43070x1F		768		800		765		787		12,600		787

		reserved-43069x1F		765		770		750		770		6,300		770

		reserved-43068x1F		730		775		726		767		12,200		767

		reserved-43067x1F		710		726		707		723		9,200		723

		reserved-43066x1F		700		707		700		707		3,600		707

		reserved-43063x1F		703		706		698		700		6,700		700

		reserved-43061x1F		703		704		702		702		1,600		702

		reserved-43060x1F		701		704		690		702		4,400		702

		reserved-43059x1F		705		707		700		700		2,200		700

		reserved-43056x1F		692		704		692		702		3,600		702

		reserved-43055x1F		690		692		686		688		3,100		688

		reserved-43054x1F		696		699		681		694		11,300		694

		reserved-43053x1F		700		708		691		691		3,800		691

		reserved-43052x1F		715		715		692		695		9,100		695

		reserved-43049x1F		679		712		673		686		22,400		686

		reserved-43048x1F		671		680		665		679		12,300		679

		reserved-43047x1F		669		674		667		674		4,800		674

		reserved-43046x1F		670		670		666		669		3,500		669

		reserved-43045x1F		665		669		665		668		8,300		668

		reserved-43041x1F		656		657		654		655		3,500		655

		reserved-43040x1F		650		655		650		655		4,500		655

		reserved-43039x1F		648		652		647		652		2,900		652

		reserved-43038x1F		652		653		646		648		5,300		648

		reserved-43035x1F		648		652		647		652		4,900		652

		reserved-43034x1F		646		649		646		648		2,500		648

		reserved-43033x1F		646		646		641		646		1,500		646

		reserved-43032x1F		643		647		640		647		2,200		647

		reserved-43031x1F		641		642		628		641		3,100		641

		reserved-43028x1F		627		630		626		627		2,500		627

		reserved-43027x1F		631		633		630		630		2,400		630

		reserved-43026x1F		639		640		632		632		2,300		632

		reserved-43025x1F		633		640		633		637		3,700		637

		reserved-43024x1F		643		643		635		640		4,300		640

		reserved-43021x1F		643		644		633		640		2,400		640

		reserved-43020x1F		641		642		638		642		3,400		642

		reserved-43019x1F		644		650		641		642		7,100		642

		reserved-43018x1F		659		659		650		654		10,800		654

		reserved-43014x1F		644		654		644		654		7,500		654

		reserved-43013x1F		647		650		644		644		3,000		644

		reserved-43012x1F		644		649		637		647		5,300		647

		reserved-43011x1F		646		655		644		644		9,800		644

		reserved-43010x1F		635		650		634		649		6,900		649

		reserved-43007x1F		628		634		627		634		4,500		634

		reserved-43006x1F		630		630		620		628		3,200		628

		reserved-43005x1F		619		630		617		630		6,700		630

		reserved-43004x1F		610		614		609		614		2,800		614

		reserved-43003x1F		608		609		606		609		1,100		609

		reserved-43000x1F		607		608		603		604		3,500		604

		reserved-42999x1F		603		609		603		605		7,300		605

		reserved-42998x1F		600		607		600		603		5,500		603

		reserved-42997x1F		598		610		597		599		11,400		599

		reserved-42993x1F		597		599		596		597		2,000		597

		reserved-42992x1F		597		601		597		600		1,800		600

		reserved-42991x1F		599		601		598		601		1,700		601

		reserved-42990x1F		600		600		597		599		2,700		599

		reserved-42989x1F		600		602		600		601		1,600		601

		reserved-42986x1F		604		604		596		599		5,000		599

		reserved-42985x1F		590		599		590		599		8,100		599

		reserved-42984x1F		587		594		586		587		6,800		587

		reserved-42983x1F		598		602		584		593		9,800		593

		reserved-42982x1F		612		612		596		596		8,600		596

		reserved-42979x1F		592		607		590		603		15,600		603

		reserved-42978x1F		595		595		585		590		3,500		590

		reserved-42977x1F		590		595		590		590		1,500		590

		reserved-42976x1F		590		590		570		590		8,700		590

		reserved-42975x1F		595		614		595		599		5,500		599

		reserved-42972x1F		594		595		594		595		2,800		595

		reserved-42971x1F		586		595		586		595		2,500		595

		reserved-42970x1F		595		596		579		591		3,600		591

		reserved-42969x1F		596		597		594		595		1,300		595

		reserved-42968x1F		587		594		587		594		5,100		594

		reserved-42965x1F		590		590		587		587		1,400		587

		reserved-42964x1F		586		589		586		589		1,200		589

		reserved-42963x1F		591		591		585		589		2,000		589

		reserved-42962x1F		590		590		585		588		5,200		588

		reserved-42961x1F		584		594		584		590		2,600		590

		reserved-42957x1F		599		599		592		594		3,300		594

		reserved-42956x1F		596		597		582		597		9,600		597

		reserved-42955x1F		600		600		594		596		2,200		596

		reserved-42954x1F		601		603		597		597		2,200		597

		reserved-42951x1F		593		605		586		600		4,800		600

		reserved-42950x1F		595		602		595		598		6,200		598

		reserved-42949x1F		588		615		584		601		15,200		601

		reserved-42948x1F		586		589		580		582		4,900		582

		reserved-42947x1F		586		589		581		581		7,300		581

		reserved-42944x1F		587		587		575		580		10,300		580

		reserved-42943x1F		587		588		585		587		5,100		587

		reserved-42942x1F		591		591		585		587		9,500		587

		reserved-42941x1F		587		590		586		590		3,800		590

		reserved-42940x1F		585		589		584		587		6,300		587

		reserved-42937x1F		589		593		588		588		2,500		588

		reserved-42936x1F		586		598		585		589		12,900		589

		reserved-42935x1F		590		595		586		589		19,400		589

		reserved-42934x1F		593		603		588		600		10,300		600

		reserved-42930x1F		603		615		590		608		15,200		608

		reserved-42929x1F		613		615		602		605		13,400		605

		reserved-42928x1F		631		631		614		615		9,100		615

		reserved-42927x1F		658		658		630		630		21,000		630

		reserved-42926x1F		674		674		595		648		118,100		648

		reserved-42923x1F		591		604		590		604		29,700		604

		reserved-42922x1F		574		592		572		592		33,700		592

		reserved-42921x1F		566		572		560		572		10,300		572

		reserved-42920x1F		560		563		559		559		3,700		559

		reserved-42919x1F		560		562		559		562		2,400		562

		reserved-42916x1F		560		560		558		558		3,200		558

		reserved-42915x1F		559		560		559		560		3,200		560

		reserved-42914x1F		555		558		555		558		1,100		558

		reserved-42913x1F		559		559		555		558		4,300		558

		reserved-42912x1F		567		567		550		560		15,000		560

		reserved-42909x1F		569		569		563		566		7,700		566

		reserved-42908x1F		574		574		563		565		11,700		565

		reserved-42907x1F		573		574		569		574		2,200		574

		reserved-42906x1F		575		575		570		573		1,800		573

		reserved-42905x1F		573		575		573		575		1,900		575

		reserved-42902x1F		567		572		567		570		1,600		570

		reserved-42901x1F		571		573		567		568		2,100		568

		reserved-42900x1F		573		578		570		571		2,400		571

		reserved-42899x1F		575		578		561		578		6,500		578

		reserved-42898x1F		575		577		571		574		2,300		574

		reserved-42895x1F		579		580		570		570		15,300		570

		reserved-42894x1F		572		576		569		576		8,900		576

		reserved-42893x1F		562		570		562		569		8,200		569

		reserved-42892x1F		569		570		564		565		3,400		565

		reserved-42891x1F		564		570		560		570		6,000		570

		reserved-42888x1F		562		565		558		562		6,100		562

		reserved-42887x1F		572		572		547		565		19,100		565

		reserved-42886x1F		575		575		570		571		7,500		571

		reserved-42885x1F		576		577		573		575		6,200		575

		reserved-42884x1F		579		579		576		576		3,200		576

		reserved-42881x1F		576		581		576		580		6,300		580

		reserved-42880x1F		577		584		577		583		4,900		583

		reserved-42879x1F		580		580		577		580		6,200		580

		reserved-42878x1F		580		584		577		580		6,800		580

		reserved-42877x1F		590		590		582		582		4,300		582

		reserved-42874x1F		580		585		580		585		1,900		585

		reserved-42873x1F		584		585		577		585		6,900		585

		reserved-42872x1F		591		591		585		590		9,200		590

		reserved-42871x1F		579		584		579		583		5,000		583

		reserved-42870x1F		574		579		574		578		4,400		578

		reserved-42867x1F		578		579		574		579		4,100		579

		reserved-42866x1F		573		578		571		578		10,900		578

		reserved-42865x1F		570		573		569		570		10,500		570

		reserved-42864x1F		574		574		569		569		6,500		569

		reserved-42863x1F		573		575		571		572		6,100		572

		reserved-42857x1F		572		572		568		571		6,500		571

		reserved-42856x1F		572		572		567		571		5,700		571

		reserved-42853x1F		567		574		565		565		20,200		565

		reserved-42852x1F		579		581		566		567		79,300		567

		reserved-42851x1F		571		598		571		575		7,400		575

		reserved-42850x1F		576		584		569		569		6,800		569

		reserved-42849x1F		580		587		575		576		7,200		576

		reserved-42846x1F		560		600		560		573		24,600		573

		reserved-42845x1F		538		540		537		540		1,800		540

		reserved-42844x1F		540		540		536		540		1,000		540

		reserved-42843x1F		545		545		540		540		800		540

		reserved-42842x1F		547		548		541		542		600		542

		reserved-42839x1F		543		545		537		537		1,000		537

		reserved-42838x1F		533		544		533		543		1,200		543

		reserved-42837x1F		555		555		535		535		4,400		535

		reserved-42836x1F		547		558		539		555		1,400		555

		reserved-42835x1F		576		576		540		547		12,100		547

		reserved-42832x1F		528		540		527		536		2,700		536

		reserved-42831x1F		532		533		528		528		2,400		528

		reserved-42830x1F		536		543		530		532		4,600		532

		reserved-42829x1F		547		547		540		540		3,400		540

		reserved-42828x1F		547		554		544		548		2,800		548

		reserved-42825x1F		549		554		545		554		2,600		554

		reserved-42824x1F		542		549		542		544		2,000		544

		reserved-42823x1F		542		553		541		541		1,900		541

		reserved-42822x1F		550		550		536		540		4,100		540

		reserved-42821x1F		552		559		550		550		4,800		550

		reserved-42818x1F		556		560		553		558		3,900		558

		reserved-42817x1F		558		560		556		556		2,500		556

		reserved-42816x1F		567		570		560		562		4,500		562

		reserved-42815x1F		573		576		570		572		2,700		572

		reserved-42811x1F		574		574		566		569		2,200		569

		reserved-42810x1F		577		577		567		567		1,900		567

		reserved-42809x1F		575		577		570		570		2,400		570

		reserved-42808x1F		576		576		574		575		1,900		575

		reserved-42807x1F		579		579		571		574		3,900		574

		reserved-42804x1F		579		579		571		573		4,400		573

		reserved-42803x1F		565		578		565		572		9,400		572

		reserved-42802x1F		558		567		558		565		4,900		565

		reserved-42801x1F		560		561		558		559		5,200		559

		reserved-42800x1F		572		572		559		564		8,500		564

		reserved-42797x1F		585		585		573		576		10,000		576

		reserved-42796x1F		597		600		587		590		5,900		590

		reserved-42795x1F		596		600		585		597		11,900		597

		reserved-42794x1F		595		597		579		597		19,000		597

		reserved-42793x1F		613		617		591		598		30,800		598

		reserved-42790x1F		609		647		604		630		52,800		630

		reserved-42789x1F		660		679		658		679		23,700		679

		reserved-42788x1F		660		660		656		660		16,200		660

		reserved-42787x1F		660		660		655		659		13,800		659

		reserved-42786x1F		660		662		657		659		12,800		659

		reserved-42783x1F		657		658		645		657		8,000		657

		reserved-42782x1F		639		660		638		647		16,100		647

		reserved-42781x1F		638		683		636		649		39,200		649

		reserved-42780x1F		624		625		610		618		19,600		618

		reserved-42779x1F		595		607		590		607		36,600		607

		reserved-42776x1F		588		588		583		588		11,100		588

		reserved-42775x1F		584		587		582		587		4,700		587

		reserved-42774x1F		589		589		581		582		6,300		582

		reserved-42773x1F		588		589		581		583		7,500		583

		reserved-42772x1F		589		589		582		587		7,200		587

		reserved-42769x1F		587		587		580		583		7,300		583

		reserved-42768x1F		589		589		585		587		7,400		587

		reserved-42767x1F		581		584		575		579		14,100		579

		reserved-42766x1F		584		585		579		581		17,900		581

		reserved-42765x1F		586		586		580		586		12,800		586

		reserved-42762x1F		578		585		573		578		31,000		578

		reserved-42761x1F		571		578		561		578		20,100		578

		reserved-42760x1F		553		570		553		570		18,900		570

		reserved-42759x1F		555		558		552		552		8,300		552

		reserved-42758x1F		555		558		549		551		15,700		551

		reserved-42755x1F		539		548		534		548		17,500		548

		reserved-42754x1F		527		535		525		529		12,500		529

		reserved-42753x1F		530		533		525		529		19,900		529

		reserved-42752x1F		538		546		533		536		28,600		536

		reserved-42751x1F		530		547		524		547		62,700		547

		reserved-42748x1F		544		550		517		519		259,200		519

		reserved-42747x1F		563		563		563		563		89,000		563

		reserved-42746x1F		483		483		483		483		11,300		483

		reserved-42745x1F		403		408		398		403		11,600		403

		reserved-42741x1F		398		406		398		404		4,800		404

		reserved-42740x1F		390		408		390		406		20,900		406

		reserved-42739x1F		391		394		390		394		2,400		394

		reserved-42734x1F		389		392		388		392		2,700		392

		reserved-42733x1F		388		393		386		393		4,400		393

		reserved-42732x1F		390		390		387		389		1,800		389

		reserved-42731x1F		388		388		387		387		5,400		387

		reserved-42730x1F		384		395		384		387		5,700		387

		reserved-42726x1F		384		387		381		381		7,700		381

		reserved-42725x1F		385		387		385		387		3,300		387

		reserved-42724x1F		387		387		387		387		300		387

		reserved-42723x1F		380		380		380		380		800		380

		reserved-42720x1F		381		381		381		381		100		381

		reserved-42719x1F		381		384		380		380		700		380

		reserved-42718x1F		390		390		378		381		8,100		381

		reserved-42717x1F		394		394		390		392		2,100		392

		reserved-42716x1F		392		395		391		395		1,900		395

		reserved-42713x1F		388		395		387		395		14,300		395

		reserved-42712x1F		387		395		385		395		10,500		395

		reserved-42711x1F		387		387		382		384		2,500		384

		reserved-42710x1F		381		387		378		382		5,300		382

		reserved-42709x1F		374		379		374		379		900		379

		reserved-42706x1F		377		378		374		374		4,200		374

		reserved-42705x1F		374		378		373		378		4,900		378

		reserved-42704x1F		371		372		371		372		200		372

		reserved-42703x1F		372		375		366		372		3,000		372

		reserved-42702x1F		370		374		369		370		1,300		370

		reserved-42699x1F		377		377		367		367		7,300		367

		reserved-42698x1F		380		381		372		377		5,500		377

		reserved-42696x1F		383		383		382		382		200		382

		reserved-42695x1F		378		383		378		383		2,100		383

		reserved-42692x1F		385		387		380		380		5,200		380

		reserved-42691x1F		387		387		379		382		3,500		382

		reserved-42690x1F		381		388		381		388		200		388

		reserved-42689x1F		389		392		376		380		15,000		380

		reserved-42688x1F		374		419		367		390		59,800		390

		reserved-42685x1F		364		370		362		370		5,900		370

		reserved-42684x1F		368		368		364		364		4,600		364

		reserved-42683x1F		359		359		347		355		4,300		355

		reserved-42682x1F		361		363		359		361		1,700		361

		reserved-42681x1F		356		370		356		362		4,100		362

		reserved-42678x1F		360		360		355		355		2,500		355

		reserved-42676x1F		359		360		350		360		12,800		360

		reserved-42675x1F		368		373		358		359		18,800		359

		reserved-42674x1F		350		357		350		352		4,800		352

		reserved-42671x1F		342		354		342		349		5,900		349

		reserved-42670x1F		354		354		347		348		7,400		348

		reserved-42669x1F		350		354		350		351		1,700		351

		reserved-42668x1F		353		353		350		353		1,100		353

		reserved-42667x1F		369		369		348		353		39,000		353

		reserved-42664x1F		344		369		343		369		20,900		369

		reserved-42663x1F		344		344		344		344		100		344

		reserved-42662x1F		339		339		339		339		400		339

		reserved-42661x1F		341		341		328		339		6,100		339

		reserved-42660x1F		333		333		333		333		1,200		333

		reserved-42657x1F		342		342		334		337		2,700		337

		reserved-42656x1F		351		351		339		339		1,000		339

		reserved-42655x1F		343		345		338		345		2,300		345

		reserved-42654x1F		347		348		335		335		4,000		335

		reserved-42650x1F		347		347		347		347		3,300		347

		reserved-42649x1F		349		349		349		349		1,000		349

		reserved-42648x1F		337		345		337		345		1,400		345

		reserved-42647x1F		347		347		345		345		1,600		345

		reserved-42646x1F		344		349		344		349		5,500		349

		reserved-42643x1F		340		344		339		344		1,900		344

		reserved-42642x1F		336		344		334		334		4,600		334

		reserved-42641x1F		337		340		337		340		4,300		340

		reserved-42640x1F		323		338		323		330		3,700		330

		reserved-42639x1F		324		331		324		331		1,000		331

		reserved-42636x1F		322		322		317		320		1,900		320

		reserved-42634x1F		327		327		320		322		1,900		322

		reserved-42633x1F		326		326		322		322		1,600		322

		reserved-42629x1F		331		336		314		325		8,100		325

		reserved-42628x1F		340		340		339		339		300		339

		reserved-42626x1F		340		340		340		340		100		340

		reserved-42625x1F		332		332		332		332		300		332

		reserved-42622x1F		345		345		344		344		5,900		344

		reserved-42621x1F		330		338		330		338		1,000		338

		reserved-42620x1F		325		328		325		328		1,900		328

		reserved-42618x1F		323		325		323		325		1,700		325

		reserved-42615x1F		333		333		333		333		2,500		333

		reserved-42614x1F		317		325		317		325		200		325

		reserved-42613x1F		315		325		315		325		700		325

		reserved-42612x1F		312		313		312		313		600		313

		reserved-42611x1F		320		326		312		320		2,000		320

		reserved-42611x1F		分割:		1株		->		0.4株





株価グラフ

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		5日平均 ニチ ヘイキン		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		317		317		313		600

		reserved-42613x1F		319		319		325		700

		reserved-42614x1F		321		321		325		200

		reserved-42615x1F		323		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		324		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		327		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		330		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		334		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		333		328		332		300

		reserved-42626x1F		336		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		336		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		332		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		330		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		326		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		324		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		325		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		329		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		331		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		336		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		339		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		342		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		343		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		346		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		344		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		344		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		343		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		341		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		338		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		337		337		339		400

		reserved-42663x1F		338		337		344		100

		reserved-42664x1F		345		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		349		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		352		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		354		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		355		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		351		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		351		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		352		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		354		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		358		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		359		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		359		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		359		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		362		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		368		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		372		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		378		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		384		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		383		363		382		200

		reserved-42698x1F		381		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		378		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		376		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		374		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		372		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		373		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		375		370		379		900

		reserved-42710x1F		377		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		379		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		383		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		387		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		390		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		392		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		389		380		380		700

		reserved-42720x1F		386		381		381		100

		reserved-42723x1F		383		382		380		800

		reserved-42724x1F		382		381		387		300

		reserved-42725x1F		383		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		383		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		384		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		386		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		386		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		387		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		390		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		391		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		395		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		398		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		400		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		418		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		452		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		474		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		503		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		530		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		539		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		532		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		538		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		539		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		542		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		550		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		560		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		566		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		573		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		579		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		580		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		582		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		583		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		584		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		584		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		584		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		585		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		589		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		596		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		610		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		622		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		636		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		646		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		654		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		656		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		663		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		657		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		645		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		633		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		620		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		602		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		592		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		585		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		577		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		571		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		567		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		567		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		569		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		572		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		573		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		572		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		571		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		571		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		568		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		565		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		563		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		560		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		553		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		549		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		547		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		546		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		545		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		545		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		544		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		540		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		537		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		537		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		540		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		540		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		543		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		539		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		547		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		554		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		560		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		567		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		572		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		570		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		569		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		570		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		569		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		570		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		571		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		572		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		574		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		575		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		578		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		582		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		583		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		584		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		585		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		584		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		582		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		582		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		581		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		580		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		579		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		577		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		573		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		570		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		569		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		567		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		566		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		568		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		571		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		573		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		574		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		572		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		572		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		572		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		571		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		572		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		571		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		571		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		568		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		565		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		561		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		559		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		559		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		562		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		569		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		578		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		595		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		609		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		618		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		620		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		621		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		612		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		603		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		598		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		595		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		591		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		589		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		588		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		588		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		586		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		585		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		583		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		586		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		588		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		592		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		596		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		598		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		598		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		597		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		595		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		593		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		592		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		590		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		589		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		589		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		591		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		592		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		594		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		595		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		594		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		594		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		593		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		594		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		594		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		594		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		594		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		596		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		595		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		596		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		597		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		600		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		600		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		600		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		601		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		602		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		604		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		607		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		612		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		617		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		623		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		631		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		637		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		640		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		648		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		649		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		648		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		647		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		646		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		644		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		640		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		638		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		636		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		633		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		633		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		635		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		638		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		642		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		647		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		649		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		651		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		652		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		656		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		660		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		664		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		669		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		675		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		681		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		685		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		689		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		691		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		694		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		695		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		697		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		699		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		701		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		702		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		707		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		720		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		733		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		751		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		778		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		806		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		854		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		899		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		946		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		975		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		997		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		990		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		984		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		960		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		944		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		926		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		909		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		892		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		892		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		888		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		886		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		887		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		893		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		901		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		913		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		935		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		956		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		971		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		979		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		985		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		983		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		979		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		978		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		978		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		978		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		982		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		984		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		986		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		989		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		990		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		991		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		992		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		993		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		995		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		995		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		963		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		941		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		928		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		909		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		893		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		914		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		923		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		924		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		932		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		940		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		943		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		945		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		945		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		936		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		925		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		912		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		898		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		883		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		873		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		863		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		851		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		843		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		838		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		834		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		832		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		831		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		829		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		827		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		824		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		816		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		807		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		792		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		777		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		764		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		757		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		761		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		769		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		775		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		780		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		784		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		784		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		782		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		787		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		793		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		797		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		792		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		787		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		780		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		773		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		768		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		764		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		762		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		760		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		758		773		752		500

		reserved-43215x1F		754		772		753		500

		reserved-43216x1F		753		771		752		500

		reserved-43217x1F		754		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		755		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		756		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		758		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		760		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		760		769		764		900

		reserved-43230x1F		762		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		762		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		762		768		760		800

		reserved-43235x1F		763		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		762		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		760		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		759		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		758		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		756		759		758		600

		reserved-43243x1F		755		759		753		300

		reserved-43244x1F		754		758		750		700

		reserved-43245x1F		753		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		752		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		750		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		748		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		747		756		746		800

		reserved-43252x1F		746		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		746		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		747		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		750		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		752		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		751		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		750		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		749		752		746		800

		reserved-43265x1F		747		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		746		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		745		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		743		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		740		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		738		747		734		600

		reserved-43273x1F		735		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		734		745		736		800

		reserved-43277x1F		732		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		730		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		728		741		730		500

		reserved-43283x1F		725		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		727		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		727		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		725		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		723		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		723		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		721		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		722		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		720		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		720		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		716		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		713		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		706		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		700		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		691		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		687		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		685		716		693		900

		reserved-43307x1F		686		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		687		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		689		710		687		700

		reserved-43312x1F		690		708		691		800

		reserved-43313x1F		689		707		687		900

		reserved-43314x1F		688		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		684		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		678		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		672		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		667		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		664		693		668		900

		reserved-43322x1F		665		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		666		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		666		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		667		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		666		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		664		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		663		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		661		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		659		673		654		600

		reserved-43335x1F		655		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		652		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		652		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		652		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		656		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		656		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		655		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		653		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		650		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		643		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		635		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		630		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		623		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		617		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		611		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		608		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		604		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		603		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		600		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		601		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		603		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		605		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		613		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		621		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		630		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		638		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		645		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		647		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		646		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		646		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		645		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		640		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		633		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		628		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		625		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		624		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		628		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		636		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		642		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		644		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		645		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		642		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		636		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		631		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		633		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		637		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		642		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		644		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		647		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		649		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		647		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		646		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		645		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		644		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		643		639		647		800

		reserved-43423x1F		643		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		642		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		642		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		641		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		637		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		636		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		634		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		633		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		632		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		631		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		631		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		630		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		628		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		626		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		624		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		621		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		616		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		611		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		605		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		597		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		580		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		556		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		538		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		526		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		518		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		521		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		535		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		544		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		551		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		556		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		560		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		564		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		568		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		570		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		572		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		576		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		583		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		591		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		597		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		603		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		608		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		608		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		607		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		607		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		605		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		602		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		600		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		600		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		599		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		601		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		602		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		601		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		602		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		602		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		602		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		602		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		600		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		590		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		581		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		573		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		563		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		555		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		554		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		551		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		547		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		542		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		537		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		531		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		527		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		520		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		517		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		517		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		514		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		510		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		506		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		504		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		500		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		498		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		499		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		500		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		500		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		499		513		501		700

		reserved-43564x1F		501		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		505		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		508		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		511		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		512		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		510		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		508		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		507		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		504		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		504		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		503		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		502		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		503		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		503		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		504		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		504		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		502		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		502		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		501		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		500		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		500		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		499		504		497		900

		reserved-43608x1F		499		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		498		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		496		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		494		501		492		800

		reserved-43614x1F		493		500		491		900

		reserved-43615x1F		493		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		491		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		491		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		492		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		494		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		497		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		502		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		506		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		507		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		506		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		506		499		503		600

		reserved-43630x1F		504		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		503		499		505		700

		reserved-43634x1F		503		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		503		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		504		500		506		500

		reserved-43637x1F		504		500		506		700

		reserved-43640x1F		505		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		506		501		503		200

		reserved-43643x1F		506		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		506		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		505		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		505		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		505		504		508		900

		reserved-43651x1F		507		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		511		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		514		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		514		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		514		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		509		507		508		900

		reserved-43663x1F		508		507		507		500

		reserved-43664x1F		507		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		505		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		505		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		504		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		504		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		504		507		502		500

		reserved-43677x1F		503		507		504		200

		reserved-43678x1F		503		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		502		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		500		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		499		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		497		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		497		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		497		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		499		503		500		900

		reserved-43692x1F		499		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		501		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		502		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		503		502		501		700

		reserved-43699x1F		503		501		500		700

		reserved-43700x1F		503		501		500		300

		reserved-43703x1F		502		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		499		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		499		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		498		500		499		700

		reserved-43707x1F		499		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		500		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		501		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		502		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		502		500		503		900

		reserved-43717x1F		502		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		503		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		504		501		508		700

		reserved-43720x1F		505		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		504		502		505		400

		reserved-43728x1F		505		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		504		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		505		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		506		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		506		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		508		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		511		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		513		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		515		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		517		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		520		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		521		509		524		700

		reserved-43748x1F		523		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		525		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		524		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		521		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		519		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		517		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		514		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		516		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		518		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		520		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		524		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		530		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		532		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		534		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		537		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		539		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		538		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		541		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		543		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		545		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		545		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		547		532		548		900

		reserved-43788x1F		548		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		549		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		552		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		553		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		555		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		556		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		556		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		555		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		554		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		554		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		555		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		555		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		556		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		557		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		559		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		560		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		562		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		562		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		562		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		561		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		561		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		560		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		559		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		555		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		553		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		552		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		552		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		554		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		558		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		561		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		564		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		567		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		570		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		571		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		572		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		574		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		574		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		575		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		577		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		578		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		577		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		575		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		574		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		573		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		571		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		568		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		564		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		560		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		556		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		554		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		555		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		557		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		560		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		561		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		561		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		556		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		551		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		546		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		539		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		530		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		522		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		509		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		486		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		466		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		448		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		434		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		426		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		425		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		417		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		405		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		395		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		380		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		362		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		349		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		340		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		330		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		328		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		337		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		349		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		364		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		380		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		392		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		400		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		406		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		409		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		409		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		410		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		410		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		410		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		409		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		416		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		422		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		427		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		434		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		439		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		437		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		441		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		449		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		461		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		484		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		506		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		525		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		541		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		535		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		528		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		520		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		513		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		509		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		505		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		501		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		495		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		489		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		484		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		480		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		480		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		483		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		487		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		488		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		492		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		497		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		501		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		504		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		507		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		509		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		510		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		512		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		514		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		511		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		508		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		501		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		497		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		496		497		504		900

		reserved-44001x1F		496		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		498		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		505		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		508		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		509		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		511		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		533		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		545		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		561		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		569		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		580		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		590		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		611		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		652		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		685		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		709		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		727		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		739		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		731		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		719		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		717		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		718		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		712		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		716		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		727		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		733		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		740		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		735		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		735		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		733		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		733		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		732		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		740		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		739		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		748		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		764		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		777		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		793		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		807		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		813		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		807		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		803		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		803		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		805		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		811		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		822		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		820		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		823		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		831		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		841		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		849		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		873		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		890		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		899		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		900		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		898		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		891		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		887		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		885		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		891		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		898		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		922		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		969		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,001		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,029		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,075		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,111		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,106		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,109		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,121		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,111		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,088		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,081		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,086		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,062		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		1,034		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		1,020		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		1,000		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		970		1,010		946		52500



5日平均	42611	42612	42613	42614	42615	42618	42620	42621	42622	42625	42626	42628	42629	42633	42634	42636	42639	42640	42641	42642	42643	42646	42647	42648	42649	42650	42654	42655	42656	42657	42660	42661	42662	42663	42664	42667	42668	42669	42670	42671	42674	42675	42676	42678	42681	42682	42683	42684	42685	42688	42689	42690	42691	42692	42695	42696	42698	42699	42702	42703	42704	42705	42706	42709	42710	42711	42712	42713	42716	42717	42718	42719	42720	42723	42724	42725	42726	42730	42731	42732	42733	42734	42739	42740	42741	42745	42746	42747	42748	42751	42752	42753	42754	42755	42758	42759	42760	42761	42762	42765	42766	42767	42768	42769	42772	42773	42774	42775	42776	42779	42780	42781	42782	42783	42786	42787	42788	42789	42790	42793	42794	42795	42796	42797	42800	42801	42802	42803	42804	42807	42808	42809	42810	42811	42815	42816	42817	42818	42821	42822	42823	42824	42825	42828	42829	42830	42831	42832	42835	42836	42837	42838	42839	42842	42843	42844	42845	42846	42849	42850	42851	42852	42853	42856	42857	42863	42864	42865	42866	42867	42870	42871	42872	42873	42874	42877	42878	42879	42880	42881	42884	42885	42886	42887	42888	42891	42892	42893	42894	42895	42898	42899	42900	42901	42902	42905	42906	42907	42908	42909	42912	42913	42914	42915	42916	42919	42920	42921	42922	42923	42926	42927	42928	42929	42930	42934	42935	42936	42937	42940	42941	42942	42943	42944	42947	42948	42949	42950	42951	42954	42955	42956	42957	42961	42962	42963	42964	42965	42968	42969	42970	42971	42972	42975	42976	42977	42978	42979	42982	42983	42984	42985	42986	42989	42990	42991	42992	42993	42997	42998	42999	43000	43003	43004	43005	43006	43007	43010	43011	43012	43013	43014	43018	43019	43020	43021	43024	43025	43026	43027	43028	43031	43032	43033	43034	43035	43038	43039	43040	43041	43045	43046	43047	43048	43049	43052	43053	43054	43055	43056	43059	43060	43061	43063	43066	43067	43068	43069	43070	43073	43074	43075	43076	43077	43080	43081	43082	43083	43084	43087	43088	43089	43090	43091	43094	43095	43096	43097	43098	43104	43105	43109	43110	43111	43112	43115	43116	43117	43118	43119	43122	43123	43124	43125	43126	43129	43130	43131	43132	43133	43136	43137	43138	43139	43140	43144	43145	43146	43147	43150	43151	43152	43153	43154	43157	43158	43159	43160	43161	43164	43165	43166	43167	43168	43171	43172	43173	43174	43175	43178	43179	43181	43182	43185	43186	43187	43188	43189	43192	43193	43194	43195	43196	43199	43200	43201	43202	43203	43206	43207	43208	43209	43210	43213	43214	43215	43216	43217	43221	43222	43227	43228	43229	43230	43231	43234	43235	43236	43237	43238	43241	43242	43243	43244	43245	43248	43249	43250	43251	43252	43255	43256	43257	43258	43259	43262	43263	43264	43265	43266	43269	43270	43271	43272	43273	43276	43277	43278	43279	43280	43283	43284	43285	43286	43287	43290	43291	43292	43293	43294	43298	43299	43300	43301	43304	43305	43306	43307	43308	43311	43312	43313	43314	43315	43318	43319	43320	43321	43322	43325	43326	43327	43328	43329	43332	43333	43334	43335	43336	43339	43340	43341	43342	43343	43346	43347	43348	43349	43350	43353	43354	43355	43356	43357	43361	43362	43363	43364	43368	43369	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	43886	43887	43888	43889	43892	43893	43894	43895	43896	43899	43900	43901	43902	43903	43906	43907	43908	43909	43913	43914	43915	43916	43917	43920	43921	43922	43923	43924	43927	43928	43929	43930	43931	43934	43935	43936	43937	43938	43941	43942	43943	43944	43945	43948	43949	43951	43952	43958	43959	43962	43963	43964	43965	43966	43969	43970	43971	43972	43973	43976	43977	43978	43979	43980	43983	43984	43985	43986	43987	43990	43991	43992	43993	43994	43997	43998	43999	44000	44001	44004	44005	44006	44007	44008	44011	44012	44013	44014	44015	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027	44028	44029	44032	44033	44034	44039	44040	44041	44042	44043	44046	44047	44048	44049	44050	44054	44055	44056	44057	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	44081	44082	44083	44084	44085	44088	44089	44090	44091	44092	44097	44098	44099	44102	44103	44104	44106	44109	44110	44111	44112	44113	44116	44117	44118	44119	44120	320	316.5	319.33333333333331	320.75	323.2	324.2	327.2	329.8	333.6	333.4	336.4	338.6	336	331.6	329.6	325.60000000000002	324	325	328.6	331	335.8	339.4	342.4	343.4	346.4	347	344.2	344.2	343	340.6	337.8	338.6	337.4	338.4	344.8	348.8	351.6	354	354.8	350.8	350.6	351.8	353.6	355	357.6	359.4	358.6	359.4	362.4	368	371.8	378.4	382	384	382.6	383	380.8	377.8	375.8	373.6	371.6	371.8	373.2	375	377	379.4	382.8	387	390.2	392.2	391.6	388.6	385.8	382.8	381.8	383	383.2	384.4	385.8	386.2	387.4	389.6	391	394.8	397.8	399.8	418	451.8	474.4	503	529.6	538.79999999999995	532	537.79999999999995	538.6	541.79999999999995	550	559.79999999999995	565.79999999999995	572.79999999999995	578.6	580.4	582.20000000000005	583.20000000000005	583.4	583.79999999999995	584.4	584.4	585.4	589.4	596.4	609.79999999999995	621.79999999999995	635.6	646	654.20000000000005	656.4	662.8	657.4	645.20000000000005	632.79999999999995	620.20000000000005	602.4	591.6	584.79999999999995	577.20000000000005	570.79999999999995	567.20000000000005	566.6	568.6	571.79999999999995	572.79999999999995	571.79999999999995	571	570.6	568	565.20000000000005	563.4	559.6	553.20000000000005	549	546.6	545.79999999999995	545.4	545.4	543.6	540.4	536.79999999999995	536.6	539.6	540.20000000000005	543.20000000000005	543.4	542.4	539.4	540.4	539.79999999999995	547	553.79999999999995	559.6	566.6	572	570.4	569.4	569.79999999999995	569.20000000000005	569.6	570.6	572	573.6	574.79999999999995	577.6	581.6	583	584.20000000000005	585	584.4	582.4	582	581	579.79999999999995	578.79999999999995	577	573.4	569.79999999999995	568.6	566.6	566.20000000000005	568.4	570	570.79999999999995	573.4	573.79999999999995	572.20000000000005	572.20000000000005	572.4	571.4	572	571.4	570.6	567.6	564.6	561.4	560.4	558.79999999999995	559.20000000000005	559.4	562.20000000000005	568.6	577.79999999999995	595	609.20000000000005	617.79999999999995	620.4	621.20000000000005	611.6	603.4	598.20000000000005	594.79999999999995	590.6	588.6	588.20000000000005	587.79999999999995	586.20000000000005	585	583.4	586.20000000000005	588.4	592.4	595.6	598.4	597.6	596.79999999999995	594.79999999999995	593	591.6	590	588.6	589.4	590.79999999999995	591.20000000000005	592.4	594	595	594	593.79999999999995	592.79999999999995	594.4	593.79999999999995	59	4.4	593.79999999999995	595.6	594.79999999999995	595.79999999999995	597	599.79999999999995	600	599.6	599.20000000000005	600	600.79999999999995	601.6	604	607	612.4	617	623	631	637	640.4	643.6	647.6	648.6	648.20000000000005	647.20000000000005	646.4	643.6	640.20000000000005	638.20000000000005	635.79999999999995	633.20000000000005	633.4	635.4	638.20000000000005	641.79999999999995	646.79999999999995	648.20000000000005	649.20000000000005	651	652.4	655.6	659.8	664.2	669	675.2	680.6	685	689	690.8	694	695	697.2	698.8	701.2	702.2	706.8	719.8	733.4	750.8	778.4	805.6	854	899	946	974.6	997.2	989.8	984.4	960	944.4	926.4	909	892.2	892	888.2	885.8	887	892.6	901	913	935	955.8	971.2	978.6	985.2	983	979	978.4	978	977.6	981.8	984.4	985.6	989.2	990	990.6	992.4	992.6	993.4	995.4	994.6	963	941.2	927.8	908.8	893.4	913.6	923	924.2	932	939.6	942.6	944.8	945.4	936.4	924.6	912.2	898.2	883	873	863.4	850.8	843.2	837.6	834	831.6	831	829.4	827.2	823.8	816.2	807.4	792.4	776.6	763.8	757.2	760.6	769.4	774.6	779.6	783.8	783.8	782.4	787.4	793.2	796.8	792.2	787.2	780.4	773	767.6	763.6	762.2	760	757.8	754	753	754.2	755.4	756.4	757.8	759.8	760.2	762.2	762.4	762.4	763	762	759.6	759.2	757.6	756.2	755	753.8	752.6	752	750.2	748.2	747.4	745.6	744.8	745.6	746.6	749.8	751.6	751.4	749.8	749.4	746.6	746	745.4	742.8	740.4	737.6	734.8	733.8	731.6	729.6	728.6	728	725.2	727.4	726.6	725.2	722.6	723.2	720.8	721.6	720	720.4	716.4	713	705.6	699.8	691.4	687	685	686.2	686.8	688.8	690.4	689.2	687.8	683.6	678.4	672.2	667.4	663.8	665.2	665.8	666	667	666.4	663.6	662.8	661.4	658.6	654.79999999999995	653.6	652.20000000000005	652	652.20000000000005	656	656.2	655	653.4	650.20000000000005	643.20000000000005	635.20000000000005	629.79999999999995	622.79999999999995	616.79999999999995	610.79999999999995	608.4	603.79999999999995	60	2.6	600.4	600.6	600.79999999999995	602.6	605.4	613.20000000000005	621	629.79999999999995	637.6	642.6	644.6	646.6	646	646	644.79999999999995	640	633.4	628.4	625	623.6	628	635.79999999999995	642	643.79999999999995	645	642.20000000000005	635.6	631.79999999999995	631.4	633	637	642.4	644.4	647.4	648.6	646.79999999999995	645.79999999999995	645.4	644	643.4	643.4	642.4	641.6	640.79999999999995	637.4	635.79999999999995	634.4	634	632.799	99999999995	633.6	632.79999999999995	632.20000000000005	630.79999999999995	631.20000000000005	629.6	627.79999999999995	626	624.4	621	616	611	605	597.4	580.4	556.20000000000005	537.6	526	518.20000000000005	520.6	534.6	544.4	550.6	555.6	559.79999999999995	564.20000000000005	568	570	572.20000000000005	576.4	583.4	591.20000000000005	597.20000000000005	603	607.6	608	607.20000000000005	607.4	605.20000000000005	602.4	600.20000000000005	599.6	599	599.79999999999995	601.20000000000005	601.6	601.4	601.6	602	602	602.4	602.20000000000005	602.20000000000005	599.79999999999995	590	580.79999999999995	572.6	563.20000000000005	555	553.79999999999995	551	547	542	537.20000000000005	531	526.79999999999995	523.4	520.20000000000005	517.20000000000005	516.79999999999995	514	509.8	506	503.6	500	498.2	498.4	499.2	499.6	499.8	499.8	499	499.2	501	504.6	508.2	511.2	512	510.4	507.6	506.8	504.4	503.6	503.6	503.2	502	502	503	503.2	503.6	503	503.6	502.4	502.4	501.8	501	500.4	500.2	499.2	498.6	497.8	495.6	494.2	493	492.6	491.2	490.8	491.8	494.2	496.6	501.8	505.8	506.6	506.4	505.8	504.2	503.4	503.4	503.4	504	504	504.6	505.6	505.8	506	505.6	505.2	504.6	505	505.2	506.6	511.2	513.20000000000005	514	514.4	513.6	509.4	508.2	506.8	505.4	504.8	504	503.6	504	504.2	504	503.6	503.4	503	502.2	499.8	498.8	497.2	496.6	496.6	498	498.6	499.4	499.4	500.6	502.4	502.6	502.6	502.8	501.6	499.4	498.6	498.4	499.2	500	501.2	502.2	502.4	502.2	502.4	503	504.2	504.6	505	505	505	504.4	504.8	504.4	504.2	504.6	505.6	506.4	508	510.8	512.79999999999995	514.6	517	519.6	520.79999999999995	523	525.20000000000005	523.79999999999995	521.4	519	517	513.79999999999995	514.20000000000005	516.4	518.4	520.20000000000005	523.6	529.79999999999995	531.79999999999995	534.4	536.79999999999995	538.6	538.4	540.79999999999995	542.20000000000005	543.20000000000005	544.6	544.6	545.4	546.6	548	549.4	551.6	553.20000000000005	555	555.79999999999995	555.79999999999995	555.4	554.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	555.20000000000005	556	557.4	559	560.4	561.4	562	562.4	562	561.4	560.6	559.79999999999995	558.79999999999995	557.79999999999995	554.6	553.20000000000005	551.6	552.20000000000005	553.79999999999995	557.6	560.79999999999995	564.20000000000005	567.4	569.79999999999995	570.79999999999995	571.6	573	573.79999999999995	574	575.20000000000005	577	577.6	577	575.20000000000005	574.4	572.79999999999995	571.4	567.79999999999995	564	559.6	556.20000000000005	554.20000000000005	554.79999999999995	557.4	559.6	560.6	561	561	556.4	551.4	545.79999999999995	539.20000000000005	529.79999999999995	521.79999999999995	509.4	486.4	465.8	448.4	433.8	425.6	424.6	416.8	405.2	395	380.2	362	349.4	340.2	330.2	327.8	336.6	348.6	363.6	380.4	391.6	399.8	405.8	408.8	409.2	409.8	410.2	409.8	409.2	409	416.4	421.6	427	434.2	438.8	437.2	440.8	449.2	461.2	483.6	506	525	536.20000000000005	540.6	535.20000000000005	528	520.20000000000005	513.20000000000005	508.8	505.2	501.4	495	489.4	483.6	479.6	479.8	481	483.4	485.2	487	487.8	491.6	496.6	501	504	506.8	509.4	510	512.4	514	513.79999999999995	510.8	507.6	500.6	496.8	495.6	496.4	498	504.6	507.6	508.8	511.2	533	544.79999999999995	561	569.20000000000005	583	580.4	590	610.6	652.4	685.4	708.8	726.8	738.6	731.2	719.2	717.2	718.4	712.2	716.4	727.2	733.2	740	735.2	734.8	732.8	733.4	732	739.6	739.4	748.2	763.8	776.8	792.8	806.6	813.2	806.6	803.4	803.2	805.4	811.2	822	819.8	823.4	831.2	841.4	849.4	873	890.2	899.4	899.6	898	891.2	887.2	885.4	891	898.4	922	969.4	1000.6	1029	1075.2	1111.2	1106	1109.4000000000001	1121.4000000000001	1111.2	1088	1081	1086	1062	1034.2	1020.4	100	0.2	970.4	







株価グラフ (2)

		reserved-42611x1F		1株->0.4株 カブ

		日付		調整後終値*		25日平均 ニチ ヘイキン		調整後終値*		出来高

		reserved-42611x1F		320		320		320		2,000

		reserved-42612x1F		313		317		313		600

		reserved-42613x1F		325		319		325		700

		reserved-42614x1F		325		321		325		200

		reserved-42615x1F		333		323		333		2,500

		reserved-42618x1F		325		324		325		1,700

		reserved-42620x1F		328		324		328		1,900

		reserved-42621x1F		338		326		338		1,000

		reserved-42622x1F		344		328		344		5,900

		reserved-42625x1F		332		328		332		300

		reserved-42626x1F		340		329		340		100

		reserved-42628x1F		339		330		339		300

		reserved-42629x1F		325		330		325		8,100

		reserved-42633x1F		322		329		322		1,600

		reserved-42634x1F		322		329		322		1,900

		reserved-42636x1F		320		328		320		1,900

		reserved-42639x1F		331		328		331		1,000

		reserved-42640x1F		330		328		330		3,700

		reserved-42641x1F		340		329		340		4,300

		reserved-42642x1F		334		329		334		4,600

		reserved-42643x1F		344		330		344		1,900

		reserved-42646x1F		349		331		349		5,500

		reserved-42647x1F		345		331		345		1,600

		reserved-42648x1F		345		332		345		1,400

		reserved-42649x1F		349		333		349		1,000

		reserved-42650x1F		347		334		347		3,300

		reserved-42654x1F		335		335		335		4,000

		reserved-42655x1F		345		335		345		2,300

		reserved-42656x1F		339		336		339		1,000

		reserved-42657x1F		337		336		337		2,700

		reserved-42660x1F		333		337		333		1,200

		reserved-42661x1F		339		337		339		6,100

		reserved-42662x1F		339		337		339		400

		reserved-42663x1F		344		337		344		100

		reserved-42664x1F		369		338		369		20,900

		reserved-42667x1F		353		339		353		39,000

		reserved-42668x1F		353		340		353		1,100

		reserved-42669x1F		351		341		351		1,700

		reserved-42670x1F		348		342		348		7,400

		reserved-42671x1F		349		343		349		5,900

		reserved-42674x1F		352		344		352		4,800

		reserved-42675x1F		359		345		359		18,800

		reserved-42676x1F		360		346		360		12,800

		reserved-42678x1F		355		347		355		2,500

		reserved-42681x1F		362		348		362		4,100

		reserved-42682x1F		361		349		361		1,700

		reserved-42683x1F		355		349		355		4,300

		reserved-42684x1F		364		350		364		4,600

		reserved-42685x1F		370		351		370		5,900

		reserved-42688x1F		390		352		390		59,800

		reserved-42689x1F		380		354		380		15,000

		reserved-42690x1F		388		356		388		200

		reserved-42691x1F		382		357		382		3,500

		reserved-42692x1F		380		359		380		5,200

		reserved-42695x1F		383		361		383		2,100

		reserved-42696x1F		382		363		382		200

		reserved-42698x1F		377		364		377		5,500

		reserved-42699x1F		367		365		367		7,300

		reserved-42702x1F		370		366		370		1,300

		reserved-42703x1F		372		367		372		3,000

		reserved-42704x1F		372		367		372		200

		reserved-42705x1F		378		368		378		4,900

		reserved-42706x1F		374		369		374		4,200

		reserved-42709x1F		379		370		379		900

		reserved-42710x1F		382		372		382		5,300

		reserved-42711x1F		384		373		384		2,500

		reserved-42712x1F		395		374		395		10,500

		reserved-42713x1F		395		376		395		14,300

		reserved-42716x1F		395		377		395		1,900

		reserved-42717x1F		392		379		392		2,100

		reserved-42718x1F		381		379		381		8,100

		reserved-42719x1F		380		380		380		700

		reserved-42720x1F		381		381		381		100

		reserved-42723x1F		380		382		380		800

		reserved-42724x1F		387		381		387		300

		reserved-42725x1F		387		382		387		3,300

		reserved-42726x1F		381		381		381		7,700

		reserved-42730x1F		387		382		387		5,700

		reserved-42731x1F		387		382		387		5,400

		reserved-42732x1F		389		382		389		1,800

		reserved-42733x1F		393		383		393		4,400

		reserved-42734x1F		392		383		392		2,700

		reserved-42739x1F		394		384		394		2,400

		reserved-42740x1F		406		386		406		20,900

		reserved-42741x1F		404		387		404		4,800

		reserved-42745x1F		403		388		403		11,600

		reserved-42746x1F		483		392		483		11,300

		reserved-42747x1F		563		400		563		89,000

		reserved-42748x1F		519		406		519		259,200

		reserved-42751x1F		547		412		547		62,700

		reserved-42752x1F		536		418		536		28,600

		reserved-42753x1F		529		424		529		19,900

		reserved-42754x1F		529		429		529		12,500

		reserved-42755x1F		548		435		548		17,500

		reserved-42758x1F		551		441		551		15,700

		reserved-42759x1F		552		448		552		8,300

		reserved-42760x1F		570		456		570		18,900

		reserved-42761x1F		578		464		578		20,100

		reserved-42762x1F		578		472		578		31,000

		reserved-42765x1F		586		480		586		12,800

		reserved-42766x1F		581		487		581		17,900

		reserved-42767x1F		579		495		579		14,100

		reserved-42768x1F		587		503		587		7,400

		reserved-42769x1F		583		511		583		7,300

		reserved-42772x1F		587		519		587		7,200

		reserved-42773x1F		583		527		583		7,500

		reserved-42774x1F		582		534		582		6,300

		reserved-42775x1F		587		542		587		4,700

		reserved-42776x1F		588		549		588		11,100

		reserved-42779x1F		607		557		607		36,600

		reserved-42780x1F		618		566		618		19,600

		reserved-42781x1F		649		573		649		39,200

		reserved-42782x1F		647		576		647		16,100

		reserved-42783x1F		657		582		657		8,000

		reserved-42786x1F		659		586		659		12,800

		reserved-42787x1F		659		591		659		13,800

		reserved-42788x1F		660		596		660		16,200

		reserved-42789x1F		679		602		679		23,700

		reserved-42790x1F		630		605		630		52,800

		reserved-42793x1F		598		607		598		30,800

		reserved-42794x1F		597		609		597		19,000

		reserved-42795x1F		597		610		597		11,900

		reserved-42796x1F		590		611		590		5,900

		reserved-42797x1F		576		611		576		10,000

		reserved-42800x1F		564		610		564		8,500

		reserved-42801x1F		559		609		559		5,200

		reserved-42802x1F		565		608		565		4,900

		reserved-42803x1F		572		608		572		9,400

		reserved-42804x1F		573		607		573		4,400

		reserved-42807x1F		574		607		574		3,900

		reserved-42808x1F		575		606		575		1,900

		reserved-42809x1F		570		606		570		2,400

		reserved-42810x1F		567		605		567		1,900

		reserved-42811x1F		569		604		569		2,200

		reserved-42815x1F		572		603		572		2,700

		reserved-42816x1F		562		601		562		4,500

		reserved-42817x1F		556		597		556		2,500

		reserved-42818x1F		558		594		558		3,900

		reserved-42821x1F		550		589		550		4,800

		reserved-42822x1F		540		584		540		4,100

		reserved-42823x1F		541		580		541		1,900

		reserved-42824x1F		544		575		544		2,000

		reserved-42825x1F		554		570		554		2,600

		reserved-42828x1F		548		567		548		2,800

		reserved-42829x1F		540		565		540		3,400

		reserved-42830x1F		532		562		532		4,600

		reserved-42831x1F		528		559		528		2,400

		reserved-42832x1F		536		557		536		2,700

		reserved-42835x1F		547		556		547		12,100

		reserved-42836x1F		555		555		555		1,400

		reserved-42837x1F		535		555		535		4,400

		reserved-42838x1F		543		554		543		1,200

		reserved-42839x1F		537		552		537		1,000

		reserved-42842x1F		542		551		542		600

		reserved-42843x1F		540		550		540		800

		reserved-42844x1F		540		548		540		1,000

		reserved-42845x1F		540		547		540		1,800

		reserved-42846x1F		573		547		573		24,600

		reserved-42849x1F		576		548		576		7,200

		reserved-42850x1F		569		547		569		6,800

		reserved-42851x1F		575		548		575		7,400

		reserved-42852x1F		567		548		567		79,300

		reserved-42853x1F		565		549		565		20,200

		reserved-42856x1F		571		550		571		5,700

		reserved-42857x1F		571		551		571		6,500

		reserved-42863x1F		572		552		572		6,100

		reserved-42864x1F		569		553		569		6,500

		reserved-42865x1F		570		554		570		10,500

		reserved-42866x1F		578		555		578		10,900

		reserved-42867x1F		579		556		579		4,100

		reserved-42870x1F		578		558		578		4,400

		reserved-42871x1F		583		560		583		5,000

		reserved-42872x1F		590		563		590		9,200

		reserved-42873x1F		585		564		585		6,900

		reserved-42874x1F		585		565		585		1,900

		reserved-42877x1F		582		567		582		4,300

		reserved-42878x1F		580		569		580		6,800

		reserved-42879x1F		580		570		580		6,200

		reserved-42880x1F		583		572		583		4,900

		reserved-42881x1F		580		574		580		6,300

		reserved-42884x1F		576		575		576		3,200

		reserved-42885x1F		575		576		575		6,200

		reserved-42886x1F		571		576		571		7,500

		reserved-42887x1F		565		576		565		19,100

		reserved-42888x1F		562		576		562		6,100

		reserved-42891x1F		570		575		570		6,000

		reserved-42892x1F		565		575		565		3,400

		reserved-42893x1F		569		576		569		8,200

		reserved-42894x1F		576		576		576		8,900

		reserved-42895x1F		570		576		570		15,300

		reserved-42898x1F		574		576		574		2,300

		reserved-42899x1F		578		576		578		6,500

		reserved-42900x1F		571		576		571		2,400

		reserved-42901x1F		568		576		568		2,100

		reserved-42902x1F		570		575		570		1,600

		reserved-42905x1F		575		575		575		1,900

		reserved-42906x1F		573		575		573		1,800

		reserved-42907x1F		574		574		574		2,200

		reserved-42908x1F		565		573		565		11,700

		reserved-42909x1F		566		573		566		7,700

		reserved-42912x1F		560		572		560		15,000

		reserved-42913x1F		558		571		558		4,300

		reserved-42914x1F		558		570		558		1,100

		reserved-42915x1F		560		569		560		3,200

		reserved-42916x1F		558		568		558		3,200

		reserved-42919x1F		562		568		562		2,400

		reserved-42920x1F		559		567		559		3,700

		reserved-42921x1F		572		567		572		10,300

		reserved-42922x1F		592		568		592		33,700

		reserved-42923x1F		604		570		604		29,700

		reserved-42926x1F		648		573		648		118,100

		reserved-42927x1F		630		576		630		21,000

		reserved-42928x1F		615		577		615		9,100

		reserved-42929x1F		605		579		605		13,400

		reserved-42930x1F		608		580		608		15,200

		reserved-42934x1F		600		581		600		10,300

		reserved-42935x1F		589		582		589		19,400

		reserved-42936x1F		589		582		589		12,900

		reserved-42937x1F		588		583		588		2,500

		reserved-42940x1F		587		584		587		6,300

		reserved-42941x1F		590		584		590		3,800

		reserved-42942x1F		587		585		587		9,500

		reserved-42943x1F		587		585		587		5,100

		reserved-42944x1F		580		586		580		10,300

		reserved-42947x1F		581		587		581		7,300

		reserved-42948x1F		582		588		582		4,900

		reserved-42949x1F		601		589		601		15,200

		reserved-42950x1F		598		591		598		6,200

		reserved-42951x1F		600		592		600		4,800

		reserved-42954x1F		597		594		597		2,200

		reserved-42955x1F		596		595		596		2,200

		reserved-42956x1F		597		597		597		9,600

		reserved-42957x1F		594		598		594		3,300

		reserved-42961x1F		590		598		590		2,600

		reserved-42962x1F		588		597		588		5,200

		reserved-42963x1F		589		595		589		2,000

		reserved-42964x1F		589		593		589		1,200

		reserved-42965x1F		587		592		587		1,400

		reserved-42968x1F		594		592		594		5,100

		reserved-42969x1F		595		591		595		1,300

		reserved-42970x1F		591		591		591		3,600

		reserved-42971x1F		595		591		595		2,500

		reserved-42972x1F		595		591		595		2,800

		reserved-42975x1F		599		592		599		5,500

		reserved-42976x1F		590		592		590		8,700

		reserved-42977x1F		590		592		590		1,500

		reserved-42978x1F		590		592		590		3,500

		reserved-42979x1F		603		592		603		15,600

		reserved-42982x1F		596		593		596		8,600

		reserved-42983x1F		593		594		593		9,800

		reserved-42984x1F		587		594		587		6,800

		reserved-42985x1F		599		594		599		8,100

		reserved-42986x1F		599		594		599		5,000

		reserved-42989x1F		601		594		601		1,600

		reserved-42990x1F		599		594		599		2,700

		reserved-42991x1F		601		594		601		1,700

		reserved-42992x1F		600		594		600		1,800

		reserved-42993x1F		597		594		597		2,000

		reserved-42997x1F		599		595		599		11,400

		reserved-42998x1F		603		595		603		5,500

		reserved-42999x1F		605		596		605		7,300

		reserved-43000x1F		604		596		604		3,500

		reserved-43003x1F		609		597		609		1,100

		reserved-43004x1F		614		598		614		2,800

		reserved-43005x1F		630		600		630		6,700

		reserved-43006x1F		628		601		628		3,200

		reserved-43007x1F		634		603		634		4,500

		reserved-43010x1F		649		605		649		6,900

		reserved-43011x1F		644		607		644		9,800

		reserved-43012x1F		647		609		647		5,300

		reserved-43013x1F		644		611		644		3,000

		reserved-43014x1F		654		614		654		7,500

		reserved-43018x1F		654		616		654		10,800

		reserved-43019x1F		642		617		642		7,100

		reserved-43020x1F		642		619		642		3,400

		reserved-43021x1F		640		622		640		2,400

		reserved-43024x1F		640		623		640		4,300

		reserved-43025x1F		637		625		637		3,700

		reserved-43026x1F		632		626		632		2,300

		reserved-43027x1F		630		627		630		2,400

		reserved-43028x1F		627		628		627		2,500

		reserved-43031x1F		641		630		641		3,100

		reserved-43032x1F		647		632		647		2,200

		reserved-43033x1F		646		634		646		1,500

		reserved-43034x1F		648		636		648		2,500

		reserved-43035x1F		652		637		652		4,900

		reserved-43038x1F		648		639		648		5,300

		reserved-43039x1F		652		641		652		2,900

		reserved-43040x1F		655		643		655		4,500

		reserved-43041x1F		655		644		655		3,500

		reserved-43045x1F		668		645		668		8,300

		reserved-43046x1F		669		647		669		3,500

		reserved-43047x1F		674		648		674		4,800

		reserved-43048x1F		679		649		679		12,300

		reserved-43049x1F		686		650		686		22,400

		reserved-43052x1F		695		653		695		9,100

		reserved-43053x1F		691		654		691		3,800

		reserved-43054x1F		694		656		694		11,300

		reserved-43055x1F		688		657		688		3,100

		reserved-43056x1F		702		660		702		3,600

		reserved-43059x1F		700		662		700		2,200

		reserved-43060x1F		702		665		702		4,400

		reserved-43061x1F		702		667		702		1,600

		reserved-43063x1F		700		670		700		6,700

		reserved-43066x1F		707		673		707		3,600

		reserved-43067x1F		723		677		723		9,200

		reserved-43068x1F		767		682		767		12,200

		reserved-43069x1F		770		687		770		6,300

		reserved-43070x1F		787		693		787		12,600

		reserved-43073x1F		845		700		845		23,800

		reserved-43074x1F		859		709		859		9,500

		reserved-43075x1F		1,009		723		1,009		79,600

		reserved-43076x1F		995		737		995		164,700

		reserved-43077x1F		1,022		752		1,022		96,900

		reserved-43080x1F		988		765		988		21,700

		reserved-43081x1F		972		777		972		12,000

		reserved-43082x1F		972		789		972		7,700

		reserved-43083x1F		968		801		968		5,600

		reserved-43084x1F		900		810		900		12,200

		reserved-43087x1F		910		819		910		9,400

		reserved-43088x1F		882		826		882		9,800

		reserved-43089x1F		885		834		885		5,300

		reserved-43090x1F		884		842		884		3,800

		reserved-43091x1F		899		850		899		5,300

		reserved-43094x1F		891		858		891		9,400

		reserved-43095x1F		870		864		870		8,600

		reserved-43096x1F		891		872		891		7,400

		reserved-43097x1F		912		880		912		14,300

		reserved-43098x1F		941		890		941		8,900

		reserved-43104x1F		951		900		951		18,700

		reserved-43105x1F		980		910		980		10,300

		reserved-43109x1F		995		919		995		17,100

		reserved-43110x1F		989		928		989		12,400

		reserved-43111x1F		978		936		978		9,800

		reserved-43112x1F		984		941		984		7,200

		reserved-43115x1F		969		945		969		15,300

		reserved-43116x1F		975		944		975		6,000

		reserved-43117x1F		986		944		986		14,500

		reserved-43118x1F		976		942		976		8,600

		reserved-43119x1F		982		942		982		4,400

		reserved-43122x1F		990		942		990		7,200

		reserved-43123x1F		988		943		988		5,300

		reserved-43124x1F		992		944		992		6,300

		reserved-43125x1F		994		948		994		38,700

		reserved-43126x1F		986		951		986		18,300

		reserved-43129x1F		993		955		993		11,000

		reserved-43130x1F		997		960		997		6,200

		reserved-43131x1F		993		964		993		5,200

		reserved-43132x1F		998		968		998		9,100

		reserved-43133x1F		996		972		996		9,400

		reserved-43136x1F		989		977		989		10,000

		reserved-43137x1F		839		975		839		76,900

		reserved-43138x1F		884		974		884		25,300

		reserved-43139x1F		931		973		931		12,800

		reserved-43140x1F		901		971		901		23,000

		reserved-43144x1F		912		969		912		5,500

		reserved-43145x1F		940		966		940		15,900

		reserved-43146x1F		931		964		931		5,700

		reserved-43147x1F		937		963		937		4,800

		reserved-43150x1F		940		961		940		9,700

		reserved-43151x1F		950		960		950		5,000

		reserved-43152x1F		955		959		955		10,600

		reserved-43153x1F		942		957		942		19,300

		reserved-43154x1F		940		956		940		93,500

		reserved-43157x1F		895		953		895		47,000

		reserved-43158x1F		891		949		891		9,100

		reserved-43159x1F		893		945		893		6,800

		reserved-43160x1F		872		940		872		7,800

		reserved-43161x1F		864		935		864		11,600

		reserved-43164x1F		845		929		845		4,600

		reserved-43165x1F		843		923		843		3,400

		reserved-43166x1F		830		916		830		3,500

		reserved-43167x1F		834		910		834		5,300

		reserved-43168x1F		836		904		836		4,700

		reserved-43171x1F		827		897		827		2,800

		reserved-43172x1F		831		891		831		2,000

		reserved-43173x1F		827		890		827		1,000

		reserved-43174x1F		826		888		826		1,400

		reserved-43175x1F		825		883		825		2,900

		reserved-43178x1F		810		880		810		2,700

		reserved-43179x1F		793		875		793		4,500

		reserved-43181x1F		783		869		783		4,000

		reserved-43182x1F		751		862		751		6,000

		reserved-43185x1F		746		854		746		3,100

		reserved-43186x1F		746		846		746		1,600

		reserved-43187x1F		760		839		760		3,200

		reserved-43188x1F		800		832		800		7,200

		reserved-43189x1F		795		827		795		1,100

		reserved-43192x1F		772		820		772		4,000

		reserved-43193x1F		771		815		771		6,500

		reserved-43194x1F		781		810		781		3,400

		reserved-43195x1F		800		807		800		4,800

		reserved-43196x1F		788		803		788		2,600

		reserved-43199x1F		797		801		797		1,800

		reserved-43200x1F		800		799		800		2,700

		reserved-43201x1F		799		797		799		1,200

		reserved-43202x1F		777		795		777		5,200

		reserved-43203x1F		763		792		763		3,100

		reserved-43206x1F		763		789		763		1,800

		reserved-43207x1F		763		787		763		1,000

		reserved-43208x1F		772		784		772		2,200

		reserved-43209x1F		757		782		757		2,300

		reserved-43210x1F		756		779		756		1,000

		reserved-43213x1F		752		776		752		1,200

		reserved-43214x1F		752		773		752		500

		reserved-43215x1F		753		772		753		500

		reserved-43216x1F		752		771		752		500

		reserved-43217x1F		762		771		762		1,200

		reserved-43221x1F		758		772		758		1,500

		reserved-43222x1F		757		772		757		1,800

		reserved-43227x1F		760		772		760		2,300

		reserved-43228x1F		762		770		762		2,000

		reserved-43229x1F		764		769		764		900

		reserved-43230x1F		768		769		768		3,700

		reserved-43231x1F		758		769		758		3,700

		reserved-43234x1F		760		768		760		800

		reserved-43235x1F		765		766		765		1,300

		reserved-43236x1F		759		765		759		1,400

		reserved-43237x1F		756		764		756		2,300

		reserved-43238x1F		756		762		756		1,000

		reserved-43241x1F		752		760		752		1,100

		reserved-43242x1F		758		759		758		600

		reserved-43243x1F		753		759		753		300

		reserved-43244x1F		750		758		750		700

		reserved-43245x1F		750		758		750		1,400

		reserved-43248x1F		749		757		749		2,200

		reserved-43249x1F		749		756		749		3,100

		reserved-43250x1F		743		756		743		2,700

		reserved-43251x1F		746		756		746		800

		reserved-43252x1F		741		755		741		1,900

		reserved-43255x1F		745		755		745		2,600

		reserved-43256x1F		753		755		753		2,200

		reserved-43257x1F		748		754		748		4,300

		reserved-43258x1F		762		755		762		7,000

		reserved-43259x1F		750		754		750		15,000

		reserved-43262x1F		744		754		744		4,100

		reserved-43263x1F		745		753		745		1,000

		reserved-43264x1F		746		752		746		800

		reserved-43265x1F		748		751		748		1,300

		reserved-43266x1F		747		751		747		2,000

		reserved-43269x1F		741		750		741		2,000

		reserved-43270x1F		732		749		732		5,100

		reserved-43271x1F		734		748		734		1,000

		reserved-43272x1F		734		747		734		600

		reserved-43273x1F		733		746		733		1,600

		reserved-43276x1F		736		745		736		800

		reserved-43277x1F		721		744		721		2,400

		reserved-43278x1F		724		743		724		800

		reserved-43279x1F		729		742		729		600

		reserved-43280x1F		730		741		730		500

		reserved-43283x1F		722		740		722		5,000

		reserved-43284x1F		732		739		732		1,800

		reserved-43285x1F		720		739		720		1,200

		reserved-43286x1F		722		738		722		1,000

		reserved-43287x1F		717		737		717		4,400

		reserved-43290x1F		725		736		725		27,800

		reserved-43291x1F		720		734		720		24,000

		reserved-43292x1F		724		734		724		3,700

		reserved-43293x1F		714		732		714		1,700

		reserved-43294x1F		719		730		719		2,200

		reserved-43298x1F		705		729		705		1,600

		reserved-43299x1F		703		727		703		3,100

		reserved-43300x1F		687		725		687		5,800

		reserved-43301x1F		685		722		685		1,600

		reserved-43304x1F		677		719		677		4,300

		reserved-43305x1F		683		717		683		2,100

		reserved-43306x1F		693		716		693		900

		reserved-43307x1F		693		714		693		1,000

		reserved-43308x1F		688		712		688		1,100

		reserved-43311x1F		687		710		687		700

		reserved-43312x1F		691		708		691		800

		reserved-43313x1F		687		707		687		900

		reserved-43314x1F		686		706		686		1,600

		reserved-43315x1F		667		703		667		7,400

		reserved-43318x1F		661		700		661		2,700

		reserved-43319x1F		660		698		660		1,900

		reserved-43320x1F		663		695		663		1,800

		reserved-43321x1F		668		693		668		900

		reserved-43322x1F		674		691		674		5,100

		reserved-43325x1F		664		689		664		1,800

		reserved-43326x1F		661		686		661		2,600

		reserved-43327x1F		668		684		668		1,800

		reserved-43328x1F		665		682		665		1,700

		reserved-43329x1F		660		680		660		2,500

		reserved-43332x1F		660		677		660		1,000

		reserved-43333x1F		654		675		654		1,800

		reserved-43334x1F		654		673		654		600

		reserved-43335x1F		646		672		646		4,100

		reserved-43336x1F		654		671		654		900

		reserved-43339x1F		653		670		653		3,700

		reserved-43340x1F		653		668		653		1,900

		reserved-43341x1F		655		667		655		1,800

		reserved-43342x1F		665		666		665		1,600

		reserved-43343x1F		655		664		655		3,900

		reserved-43346x1F		647		663		647		3,200

		reserved-43347x1F		645		661		645		4,600

		reserved-43348x1F		639		659		639		2,000

		reserved-43349x1F		630		657		630		7,300

		reserved-43350x1F		615		655		615		5,000

		reserved-43353x1F		620		653		620		4,700

		reserved-43354x1F		610		651		610		3,500

		reserved-43355x1F		609		649		609		3,000

		reserved-43356x1F		600		646		600		5,100

		reserved-43357x1F		603		643		603		2,300

		reserved-43361x1F		597		641		597		5,200

		reserved-43362x1F		604		638		604		2,100

		reserved-43363x1F		598		636		598		4,100

		reserved-43364x1F		601		633		601		3,900

		reserved-43368x1F		604		631		604		2,700

		reserved-43369x1F		606		629		606		5,700

		reserved-43370x1F		618		627		618		3,000

		reserved-43371x1F		637		627		637		5,900

		reserved-43374x1F		640		626		640		6,900

		reserved-43375x1F		648		626		648		2,800

		reserved-43376x1F		645		626		645		800

		reserved-43377x1F		643		625		643		1,600

		reserved-43378x1F		647		625		647		1,500

		reserved-43382x1F		650		624		650		3,400

		reserved-43383x1F		645		624		645		4,200

		reserved-43384x1F		645		624		645		2,600

		reserved-43385x1F		637		624		637		4,300

		reserved-43388x1F		623		623		623		6,500

		reserved-43389x1F		617		622		617		2,200

		reserved-43390x1F		620		623		620		1,200

		reserved-43391x1F		628		623		628		1,500

		reserved-43392x1F		630		624		630		1,600

		reserved-43395x1F		645		625		645		3,400

		reserved-43396x1F		656		627		656		2,600

		reserved-43397x1F		651		629		651		2,600

		reserved-43398x1F		637		631		637		3,400

		reserved-43399x1F		636		632		636		2,000

		reserved-43402x1F		631		634		631		4,200

		reserved-43403x1F		623		634		623		2,700

		reserved-43404x1F		632		636		632		600

		reserved-43405x1F		635		637		635		1,600

		reserved-43406x1F		644		638		644		1,500

		reserved-43409x1F		651		638		651		3,800

		reserved-43410x1F		650		639		650		2,400

		reserved-43411x1F		642		639		642		1,800

		reserved-43412x1F		650		639		650		3,000

		reserved-43413x1F		650		639		650		5,300

		reserved-43416x1F		642		639		642		3,700

		reserved-43417x1F		645		639		645		5,400

		reserved-43418x1F		640		638		640		1,200

		reserved-43419x1F		643		638		643		2,500

		reserved-43420x1F		647		639		647		800

		reserved-43423x1F		642		639		642		2,500

		reserved-43424x1F		640		640		640		2,800

		reserved-43425x1F		636		641		636		2,000

		reserved-43426x1F		639		641		639		1,100

		reserved-43430x1F		630		641		630		2,500

		reserved-43431x1F		634		641		634		3,100

		reserved-43432x1F		633		640		633		2,100

		reserved-43433x1F		634		639		634		1,500

		reserved-43434x1F		633		639		633		1,600

		reserved-43437x1F		634		639		634		5,900

		reserved-43438x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43439x1F		630		639		630		2,600

		reserved-43440x1F		627		639		627		2,800

		reserved-43441x1F		635		639		635		3,700

		reserved-43444x1F		626		639		626		11,300

		reserved-43445x1F		621		637		621		2,000

		reserved-43446x1F		621		636		621		2,500

		reserved-43447x1F		619		635		619		3,200

		reserved-43448x1F		618		634		618		1,200

		reserved-43451x1F		601		632		601		3,300

		reserved-43452x1F		596		630		596		4,700

		reserved-43453x1F		591		628		591		4,800

		reserved-43454x1F		581		626		581		3,600

		reserved-43455x1F		533		621		533		10,100

		reserved-43459x1F		480		615		480		38,200

		reserved-43460x1F		503		609		503		9,500

		reserved-43461x1F		533		605		533		13,300

		reserved-43462x1F		542		601		542		3,400

		reserved-43469x1F		545		597		545		11,000

		reserved-43472x1F		550		594		550		4,800

		reserved-43473x1F		552		591		552		3,000

		reserved-43474x1F		564		588		564		3,700

		reserved-43475x1F		567		585		567		7,400

		reserved-43476x1F		566		583		566		7,700

		reserved-43480x1F		572		580		572		3,400

		reserved-43481x1F		571		578		571		1,700

		reserved-43482x1F		574		576		574		4,800

		reserved-43483x1F		578		574		578		3,300

		reserved-43486x1F		587		572		587		2,700

		reserved-43487x1F		607		571		607		3,400

		reserved-43488x1F		610		570		610		1,600

		reserved-43489x1F		604		570		604		1,700

		reserved-43490x1F		607		569		607		3,600

		reserved-43493x1F		610		569		610		3,500

		reserved-43494x1F		609		569		609		3,000

		reserved-43495x1F		606		570		606		3,700

		reserved-43496x1F		605		570		605		2,700

		reserved-43497x1F		596		571		596		9,700

		reserved-43500x1F		596		573		596		4,300

		reserved-43501x1F		598		578		598		6,700

		reserved-43502x1F		603		582		603		2,400

		reserved-43503x1F		602		585		602		4,500

		reserved-43504x1F		600		587		600		7,000

		reserved-43508x1F		603		589		603		4,500

		reserved-43509x1F		600		591		600		4,300

		reserved-43510x1F		602		593		602		3,300

		reserved-43511x1F		603		595		603		4,500

		reserved-43514x1F		602		596		602		6,500

		reserved-43515x1F		603		598		603		12,900

		reserved-43516x1F		602		599		602		10,700

		reserved-43517x1F		601		600		601		10,800

		reserved-43518x1F		603		601		603		18,100

		reserved-43521x1F		590		602		590		130,600

		reserved-43522x1F		554		601		554		64,000

		reserved-43523x1F		556		599		556		14,700

		reserved-43524x1F		560		597		560		10,100

		reserved-43525x1F		556		595		556		10,500

		reserved-43528x1F		549		592		549		9,600

		reserved-43529x1F		548		590		548		4,200

		reserved-43530x1F		542		587		542		4,100

		reserved-43531x1F		540		585		540		4,400

		reserved-43532x1F		531		582		531		4,600

		reserved-43535x1F		525		579		525		3,500

		reserved-43536x1F		517		576		517		5,200

		reserved-43537x1F		521		573		521		4,900

		reserved-43538x1F		523		569		523		1,400

		reserved-43539x1F		515		566		515		1,300

		reserved-43542x1F		510		562		510		1,800

		reserved-43543x1F		515		559		515		1,900

		reserved-43544x1F		507		555		507		3,800

		reserved-43546x1F		502		551		502		3,700

		reserved-43549x1F		496		547		496		7,000

		reserved-43550x1F		498		543		498		2,500

		reserved-43551x1F		497		538		497		2,800

		reserved-43552x1F		498		534		498		1,600

		reserved-43553x1F		503		530		503		5,100

		reserved-43556x1F		500		526		500		3,600

		reserved-43557x1F		500		523		500		2,300

		reserved-43558x1F		498		520		498		1,900

		reserved-43559x1F		498		518		498		1,900

		reserved-43560x1F		499		516		499		600

		reserved-43563x1F		501		513		501		700

		reserved-43564x1F		509		512		509		1,800

		reserved-43565x1F		516		510		516		3,300

		reserved-43566x1F		516		509		516		2,700

		reserved-43567x1F		514		508		514		2,200

		reserved-43570x1F		505		507		505		6,400

		reserved-43571x1F		501		506		501		1,300

		reserved-43572x1F		502		506		502		1,500

		reserved-43573x1F		512		505		512		3,500

		reserved-43574x1F		502		505		502		1,500

		reserved-43577x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43578x1F		501		504		501		1,300

		reserved-43579x1F		500		503		500		1,200

		reserved-43580x1F		506		503		506		1,300

		reserved-43581x1F		502		503		502		1,200

		reserved-43592x1F		506		503		506		1,100

		reserved-43593x1F		502		504		502		2,200

		reserved-43594x1F		502		504		502		900

		reserved-43595x1F		503		504		503		3,000

		reserved-43598x1F		505		504		505		1,200

		reserved-43599x1F		500		504		500		1,200

		reserved-43600x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43601x1F		499		504		499		1,400

		reserved-43602x1F		499		504		499		1,200

		reserved-43605x1F		502		504		502		1,400

		reserved-43606x1F		499		504		499		1,600

		reserved-43607x1F		497		504		497		900

		reserved-43608x1F		496		503		496		1,500

		reserved-43609x1F		495		502		495		5,200

		reserved-43612x1F		491		501		491		1,700

		reserved-43613x1F		492		501		492		800

		reserved-43614x1F		491		500		491		900

		reserved-43615x1F		494		500		494		1,500

		reserved-43616x1F		488		499		488		2,700

		reserved-43619x1F		489		498		489		2,100

		reserved-43620x1F		497		498		497		4,300

		reserved-43621x1F		503		498		503		1,800

		reserved-43622x1F		506		499		506		3,100

		reserved-43623x1F		514		499		514		5,000

		reserved-43626x1F		509		499		509		17,600

		reserved-43627x1F		501		499		501		4,700

		reserved-43628x1F		502		499		502		1,300

		reserved-43629x1F		503		499		503		600

		reserved-43630x1F		506		499		506		1,100

		reserved-43633x1F		505		499		505		700

		reserved-43634x1F		501		499		501		1,000

		reserved-43635x1F		502		499		502		1,500

		reserved-43636x1F		506		500		506		500

		reserved-43637x1F		506		500		506		700

		reserved-43640x1F		508		500		508		2,100

		reserved-43641x1F		506		500		506		1,200

		reserved-43642x1F		503		501		503		200

		reserved-43643x1F		507		501		507		1,200

		reserved-43644x1F		504		501		504		1,500

		reserved-43647x1F		506		502		506		1,600

		reserved-43648x1F		503		502		503		3,500

		reserved-43649x1F		505		503		505		1,200

		reserved-43650x1F		508		504		508		900

		reserved-43651x1F		511		504		511		1,500

		reserved-43654x1F		529		506		529		13,000

		reserved-43655x1F		513		507		513		15,800

		reserved-43656x1F		509		507		509		5,900

		reserved-43657x1F		510		507		510		1,000

		reserved-43658x1F		507		507		507		2,500

		reserved-43662x1F		508		507		508		900

		reserved-43663x1F		507		507		507		500

		reserved-43664x1F		502		507		502		1,800

		reserved-43665x1F		503		507		503		1,100

		reserved-43668x1F		504		507		504		500

		reserved-43669x1F		504		507		504		600

		reserved-43670x1F		505		507		505		800

		reserved-43671x1F		504		507		504		4,000

		reserved-43672x1F		504		507		504		1,500

		reserved-43675x1F		503		507		503		1,000

		reserved-43676x1F		502		507		502		500

		reserved-43677x1F		504		507		504		200

		reserved-43678x1F		502		507		502		2,700

		reserved-43679x1F		500		506		500		2,800

		reserved-43682x1F		491		506		491		4,100

		reserved-43683x1F		497		505		497		1,900

		reserved-43684x1F		496		505		496		1,100

		reserved-43685x1F		499		505		499		1,700

		reserved-43686x1F		500		505		500		3,200

		reserved-43690x1F		498		504		498		800

		reserved-43691x1F		500		503		500		900

		reserved-43692x1F		500		502		500		1,300

		reserved-43693x1F		499		502		499		800

		reserved-43696x1F		506		502		506		1,400

		reserved-43697x1F		507		502		507		1,600

		reserved-43698x1F		501		502		501		700

		reserved-43699x1F		500		501		500		700

		reserved-43700x1F		500		501		500		300

		reserved-43703x1F		500		501		500		1,100

		reserved-43704x1F		496		501		496		1,600

		reserved-43705x1F		497		500		497		1,100

		reserved-43706x1F		499		500		499		700

		reserved-43707x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43710x1F		504		500		504		1,000

		reserved-43711x1F		502		500		502		4,400

		reserved-43712x1F		502		500		502		600

		reserved-43713x1F		500		500		500		1,000

		reserved-43714x1F		503		500		503		900

		reserved-43717x1F		505		500		505		1,500

		reserved-43718x1F		505		501		505		5,700

		reserved-43719x1F		508		501		508		700

		reserved-43720x1F		502		501		502		800

		reserved-43721x1F		505		502		505		1,200

		reserved-43725x1F		505		502		505		300

		reserved-43726x1F		505		502		505		800

		reserved-43727x1F		505		502		505		400

		reserved-43728x1F		504		503		504		1,400

		reserved-43732x1F		503		503		503		1,400

		reserved-43733x1F		504		503		504		1,700

		reserved-43734x1F		507		503		507		2,100

		reserved-43735x1F		510		503		510		2,600

		reserved-43738x1F		508		503		508		1,900

		reserved-43739x1F		511		504		511		1,100

		reserved-43740x1F		518		504		518		2,700

		reserved-43741x1F		517		505		517		1,400

		reserved-43742x1F		519		506		519		1,300

		reserved-43745x1F		520		507		520		1,500

		reserved-43746x1F		524		508		524		1,300

		reserved-43747x1F		524		509		524		700

		reserved-43748x1F		528		510		528		4,100

		reserved-43749x1F		530		511		530		3,700

		reserved-43753x1F		513		511		513		8,500

		reserved-43754x1F		512		512		512		2,100

		reserved-43755x1F		512		512		512		1,600

		reserved-43756x1F		518		512		518		1,000

		reserved-43759x1F		514		513		514		2,400

		reserved-43761x1F		515		513		515		1,600

		reserved-43762x1F		523		514		523		2,000

		reserved-43763x1F		522		515		522		1,800

		reserved-43766x1F		527		516		527		1,500

		reserved-43767x1F		531		517		531		2,500

		reserved-43768x1F		546		518		546		13,000

		reserved-43769x1F		533		519		533		9,400

		reserved-43770x1F		535		521		535		2,100

		reserved-43774x1F		539		522		539		2,500

		reserved-43775x1F		540		523		540		1,200

		reserved-43776x1F		545		525		545		2,900

		reserved-43777x1F		545		526		545		3,400

		reserved-43780x1F		542		527		542		1,100

		reserved-43781x1F		544		528		544		1,400

		reserved-43782x1F		547		529		547		5,600

		reserved-43783x1F		545		530		545		1,200

		reserved-43784x1F		549		531		549		1,300

		reserved-43787x1F		548		532		548		900

		reserved-43788x1F		551		533		551		1,300

		reserved-43789x1F		554		534		554		2,500

		reserved-43790x1F		556		536		556		4,400

		reserved-43791x1F		557		538		557		2,700

		reserved-43794x1F		557		539		557		4,000

		reserved-43795x1F		555		541		555		2,200

		reserved-43796x1F		554		542		554		1,800

		reserved-43797x1F		554		544		554		2,800

		reserved-43798x1F		551		545		551		2,900

		reserved-43801x1F		557		546		557		2,400

		reserved-43802x1F		558		548		558		2,900

		reserved-43803x1F		556		549		556		1,700

		reserved-43804x1F		558		549		558		2,200

		reserved-43805x1F		558		550		558		4,500

		reserved-43808x1F		565		551		565		7,600

		reserved-43809x1F		565		552		565		10,900

		reserved-43810x1F		561		553		561		3,800

		reserved-43811x1F		561		554		561		4,300

		reserved-43812x1F		560		555		560		3,800

		reserved-43815x1F		563		555		563		4,600

		reserved-43816x1F		562		556		562		2,800

		reserved-43817x1F		557		556		557		3,800

		reserved-43818x1F		557		557		557		1,300

		reserved-43819x1F		555		557		555		3,700

		reserved-43822x1F		558		558		558		3,800

		reserved-43823x1F		546		557		546		14,000

		reserved-43824x1F		550		557		550		5,800

		reserved-43825x1F		549		557		549		5,300

		reserved-43826x1F		558		557		558		5,300

		reserved-43829x1F		566		557		566		6,000

		reserved-43836x1F		565		558		565		7,300

		reserved-43837x1F		566		558		566		5,400

		reserved-43838x1F		566		559		566		3,700

		reserved-43839x1F		574		560		574		5,000

		reserved-43840x1F		578		560		578		6,400

		reserved-43844x1F		570		561		570		20,900

		reserved-43845x1F		570		562		570		3,900

		reserved-43846x1F		573		562		573		5,000

		reserved-43847x1F		578		563		578		7,300

		reserved-43850x1F		579		563		579		4,500

		reserved-43851x1F		576		564		576		4,100

		reserved-43852x1F		579		565		579		1,700

		reserved-43853x1F		576		565		576		3,100

		reserved-43854x1F		575		566		575		2,700

		reserved-43857x1F		570		566		570		4,800

		reserved-43858x1F		572		567		572		5,700

		reserved-43859x1F		571		567		571		1,400

		reserved-43860x1F		569		568		569		13,200

		reserved-43861x1F		557		568		557		4,000

		reserved-43864x1F		551		567		551		4,700

		reserved-43865x1F		550		568		550		3,400

		reserved-43866x1F		554		568		554		3,300

		reserved-43867x1F		559		568		559		2,900

		reserved-43868x1F		560		568		560		2,300

		reserved-43871x1F		564		568		564		3,800

		reserved-43873x1F		561		568		561		5,000

		reserved-43874x1F		559		568		559		3,000

		reserved-43875x1F		561		567		561		2,700

		reserved-43878x1F		560		567		560		5,000

		reserved-43879x1F		541		565		541		10,100

		reserved-43880x1F		536		564		536		5,700

		reserved-43881x1F		531		562		531		7,800

		reserved-43882x1F		528		561		528		4,200

		reserved-43886x1F		513		558		513		19,800

		reserved-43887x1F		501		555		501		31,700

		reserved-43888x1F		474		551		474		17,300

		reserved-43889x1F		416		544		416		17,000

		reserved-43892x1F		425		538		425		13,400

		reserved-43893x1F		426		532		426		10,000

		reserved-43894x1F		428		527		428		3,800

		reserved-43895x1F		433		521		433		1,800

		reserved-43896x1F		411		515		411		5,600

		reserved-43899x1F		386		507		386		7,400

		reserved-43900x1F		368		500		368		13,400

		reserved-43901x1F		377		493		377		7,000

		reserved-43902x1F		359		485		359		7,400

		reserved-43903x1F		320		476		320		10,000

		reserved-43906x1F		323		466		323		4,400

		reserved-43907x1F		322		457		322		4,000

		reserved-43908x1F		327		447		327		7,200

		reserved-43909x1F		347		439		347		3,200

		reserved-43913x1F		364		431		364		3,200

		reserved-43914x1F		383		424		383		4,600

		reserved-43915x1F		397		417		397		2,400

		reserved-43916x1F		411		412		411		3,300

		reserved-43917x1F		403		407		403		6,400

		reserved-43920x1F		405		402		405		5,200

		reserved-43921x1F		413		397		413		1,600

		reserved-43922x1F		412		393		412		1,800

		reserved-43923x1F		413		390		413		2,600

		reserved-43924x1F		406		387		406		3,500

		reserved-43927x1F		407		387		407		6,100

		reserved-43928x1F		411		386		411		3,200

		reserved-43929x1F		409		385		409		1,600

		reserved-43930x1F		412		385		412		2,500

		reserved-43931x1F		443		385		443		8,500

		reserved-43934x1F		433		386		433		4,100

		reserved-43935x1F		438		388		438		1,200

		reserved-43936x1F		445		391		445		1,900

		reserved-43937x1F		435		394		435		2,400

		reserved-43938x1F		435		397		435		2,600

		reserved-43941x1F		451		402		451		4,300

		reserved-43942x1F		480		408		480		4,900

		reserved-43943x1F		505		415		505		23,200

		reserved-43944x1F		547		424		547		29,800

		reserved-43945x1F		547		432		547		41,400

		reserved-43948x1F		546		439		546		32,400

		reserved-43949x1F		536		446		536		17,200

		reserved-43951x1F		527		451		527		9,100

		reserved-43952x1F		520		455		520		12,200

		reserved-43958x1F		511		459		511		9,500

		reserved-43959x1F		507		464		507		8,800

		reserved-43962x1F		501		467		501		7,200

		reserved-43963x1F		505		471		505		1,000

		reserved-43964x1F		502		474		502		3,200

		reserved-43965x1F		492		478		492		5,700

		reserved-43966x1F		475		481		475		15,800

		reserved-43969x1F		473		483		473		12,200

		reserved-43970x1F		476		486		476		2,800

		reserved-43971x1F		482		488		482		5,100

		reserved-43972x1F		493		490		493		900

		reserved-43973x1F		481		492		481		4,700

		reserved-43976x1F		485		494		485		2,000

		reserved-43977x1F		485		496		485		1,600

		reserved-43978x1F		491		498		491		2,800

		reserved-43979x1F		497		501		497		2,800

		reserved-43980x1F		500		503		500		9,100

		reserved-43983x1F		510		504		510		5,000

		reserved-43984x1F		507		504		507		3,900

		reserved-43985x1F		506		502		506		2,200

		reserved-43986x1F		511		501		511		4,200

		reserved-43987x1F		513		499		513		9,300

		reserved-43990x1F		513		499		513		2,400

		reserved-43991x1F		519		498		519		8,100

		reserved-43992x1F		514		498		514		16,900

		reserved-43993x1F		510		498		510		2,800

		reserved-43994x1F		498		498		498		4,300

		reserved-43997x1F		497		497		497		1,200

		reserved-43998x1F		484		497		484		16,500

		reserved-43999x1F		495		496		495		2,100

		reserved-44000x1F		504		497		504		900

		reserved-44001x1F		502		498		502		2,500

		reserved-44004x1F		505		499		505		2,800

		reserved-44005x1F		517		501		517		3,800

		reserved-44006x1F		510		502		510		2,900

		reserved-44007x1F		510		503		510		1,200

		reserved-44008x1F		514		504		514		3,000

		reserved-44011x1F		614		509		614		35,100

		reserved-44012x1F		576		513		576		216,900

		reserved-44013x1F		591		517		591		65,700

		reserved-44014x1F		551		519		551		55,100

		reserved-44015x1F		583		522		583		35,300

		reserved-44018x1F		601		526		601		41,600

		reserved-44019x1F		624		530		624		41,700

		reserved-44020x1F		694		538		694		316,500

		reserved-44021x1F		760		548		760		154,500

		reserved-44022x1F		748		557		748		157,400

		reserved-44025x1F		718		566		718		174,700

		reserved-44026x1F		714		573		714		92,100

		reserved-44027x1F		753		583		753		101,600

		reserved-44028x1F		723		591		723		121,100

		reserved-44029x1F		688		599		688		54,300

		reserved-44032x1F		708		607		708		42,300

		reserved-44033x1F		720		617		720		35,400

		reserved-44034x1F		722		626		722		11,600

		reserved-44039x1F		744		636		744		27,300

		reserved-44040x1F		742		645		742		40,500

		reserved-44041x1F		738		655		738		22,600

		reserved-44042x1F		754		664		754		22,300

		reserved-44043x1F		698		672		698		40,700

		reserved-44046x1F		742		681		742		26,100

		reserved-44047x1F		732		690		732		26,600

		reserved-44048x1F		741		695		741		14,700

		reserved-44049x1F		747		701		747		33,800

		reserved-44050x1F		736		707		736		17,600

		reserved-44054x1F		741		715		741		12,000

		reserved-44055x1F		776		723		776		61,200

		reserved-44056x1F		819		731		819		72,100

		reserved-44057x1F		812		739		812		32,200

		reserved-44060x1F		816		744		816		28,800

		reserved-44061x1F		810		746		810		22,000

		reserved-44062x1F		809		748		809		16,700

		reserved-44063x1F		786		751		786		16,800

		reserved-44064x1F		796		754		796		8,800

		reserved-44067x1F		815		757		815		21,200

		reserved-44068x1F		821		761		821		15,800

		reserved-44069x1F		838		767		838		23,800

		reserved-44070x1F		840		772		840		17,100

		reserved-44071x1F		785		774		785		42,800

		reserved-44074x1F		833		779		833		22,000

		reserved-44075x1F		860		783		860		22,700

		reserved-44076x1F		889		789		889		33,800

		reserved-44077x1F		880		795		880		68,300

		reserved-44078x1F		903		801		903		25,800

		reserved-44081x1F		919		810		919		25,200

		reserved-44082x1F		906		816		906		22,500

		reserved-44083x1F		890		823		890		13,800

		reserved-44084x1F		872		828		872		12,800

		reserved-44085x1F		869		833		869		16,600

		reserved-44088x1F		899		839		899		28,100

		reserved-44089x1F		897		846		897		13,900

		reserved-44090x1F		918		851		918		26,000

		reserved-44091x1F		909		855		909		22,200

		reserved-44092x1F		987		862		987		101,900

		reserved-44097x1F		1,136		875		1,136		141,000

		reserved-44098x1F		1,053		884		1,053		99,300

		reserved-44099x1F		1,060		894		1,060		48,300

		reserved-44102x1F		1,140		909		1,140		411,600

		reserved-44103x1F		1,167		923		1,167		149,600

		reserved-44104x1F		1,110		935		1,110		79,300

		reserved-44106x1F		1,070		945		1,070		53,600

		reserved-44109x1F		1,120		956		1,120		65,100

		reserved-44110x1F		1,089		966		1,089		39,400

		reserved-44111x1F		1,051		977		1,051		47,400

		reserved-44112x1F		1,075		987		1,075		58,500

		reserved-44113x1F		1,095		996		1,095		116,300

		reserved-44116x1F		1,000		1,001		1,000		174,600

		reserved-44117x1F		950		1,003		950		94,500

		reserved-44118x1F		982		1,007		982		57,200

		reserved-44119x1F		974		1,009		974		39,000

		reserved-44120x1F		946		1,010		946		52500
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【過去の配当実績】
2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期

10.00円 10.00円 10.00円 10.00円

株主優待、配当の状況（予想）

配当の状況(予想)
2020年2月期 2021年2月期予想

1株当たり年間配当金 10円00銭 10円00銭

配当利回り (1株当たり年間配当÷株価×100)
１.０６％ (2020年10月16日終値946円で算定)

配当性向 (年間配当総額÷当期純利益予想×100)
７.７％
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株主優待
権利確定日(毎年2月末)時点で1年以上継続して当社株式100株以上を

ご所有の株主様に､ QUOカード(クオカード) 1,000円分を贈呈



44

最後までご清聴いただきまして
誠にありがとうございました。

問合せ先責任者
取締役管理本部長

小田 恭司
（ＴＥＬ ０８５６－２４－２４００）


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	各事業の推移（第２四半期）
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	大庭店 農業用品売り場
	北栄店 農薬売り場
	西舞鶴モール店 工具売り場
	西舞鶴モール店 資材売り場
	西舞鶴モール店 ワーキング売り場
	スライド番号 39
	当社の株価推移
	時価総額推移（2000年以降）
	同規模ホームセンター比較
	スライド番号 43
	スライド番号 44

