
連結月次売上前年比較推移表 2021年3月期 株式会社あみやき亭

全社
項   目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期

売上高 全店舗 -70.8% -51.6% -33.6% -23.5% -33.6% -24.3% -39.4%
既存店 -68.4% -49.0% -33.4% -24.3% -33.8% -24.5% -37.5%

来客数 全店舗 -69.7% -49.1% -36.1% -22.1% -30.7% -22.9% -38.2%
既存店 -67.6% -47.1% -36.7% -22.4% -31.4% -23.6% -36.9%

項   目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 通期
売上高 全店舗 -13.1% -0.9% -25.4% -36.0% -43.7% -24.3% -32.5%

既存店 -13.8% -0.9% -25.2% -35.4% -43.0% -24.1% -31.2%
来客数 全店舗 -13.0% 7.2% -20.1% -29.9% -40.9% -19.9% -29.9%

既存店 -14.2% 6.5% -20.6% -29.5% -40.3% -20.1% -29.1%

焼肉部門
項   目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期

売上高 全店舗 -70.7% -49.9% -33.2% -20.4% -32.4% -23.0% -38.0%
既存店 -68.4% -47.9% -33.1% -21.8% -32.3% -23.1% -36.2%

来客数 全店舗 -70.9% -48.8% -37.7% -19.4% -30.3% -22.7% -38.0%
既存店 -68.3% -46.5% -38.0% -19.5% -30.3% -22.9% -36.2%

項   目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 通期
売上高 全店舗 -12.9% 4.3% -20.7% -31.1% -41.3% -21.0% -30.3%

既存店 -13.3% 4.6% -20.6% -30.7% -40.9% -20.8% -29.1%
来客数 全店舗 -14.8% 12.8% -15.8% -24.8% -39.7% -17.5% -28.7%

既存店 -15.4% 12.8% -15.7% -24.4% -39.3% -17.5% -27.5%

焼鳥部門
項   目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期

売上高 全店舗 -71.1% -52.4% -26.3% -24.3% -40.8% -25.1% -40.4%
既存店 -68.1% -47.3% -25.3% -23.0% -38.7% -24.0% -37.0%

来客数 全店舗 -68.8% -47.5% -26.4% -24.5% -39.0% -23.9% -38.6%
既存店 -65.6% -42.2% -25.4% -24.5% -36.9% -22.7% -35.5%

項   目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 通期
売上高 全店舗 -5.4% -9.5% -38.4% -48.3% -57.3% -32.5% -36.9%

既存店 -4.0% -8.1% -36.4% -46.0% -54.5% -30.2% -33.9%
来客数 全店舗 -1.2% 1.2% -33.9% -44.2% -53.2% -26.6% -33.3%

既存店 0.3% 2.7% -31.9% -41.7% -50.2% -24.1% -30.4%

その他部門
項   目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期

売上高 全店舗 -71.4% -60.4% -42.8% -39.9% -34.4% -30.6% -46.5%
既存店 -68.7% -57.9% -44.5% -41.2% -39.9% -33.5% -46.6%

来客数 全店舗 -65.2% -51.6% -35.3% -32.3% -25.0% -22.8% -38.5%
既存店 -66.4% -54.9% -39.5% -34.9% -32.5% -27.7% -41.9%

項   目 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 通期
売上高 全店舗 -20.8% -20.3% -39.0% -51.2% -46.7% -36.0% -41.7%

既存店 -25.9% -24.0% -41.3% -52.9% -46.6% -38.4% -42.6%
来客数 全店舗 -12.2% -10.1% -27.0% -39.8% -37.1% -25.5% -32.5%

既存店 -19.5% -16.8% -32.2% -42.9% -37.7% -30.0% -36.2%
（注1）　既存店は、新規開店後満14ヶ月を経た店舗を「既存店」と定義しております。
（注2）　部門区分の内訳は以下の通りです。

焼肉部門-----「あみやき亭」「感激どんどん」「ほるたん屋」「かるび家」「スエヒロ館」
           　　　   「ブラックホール」「ホルモン青木」「ホルモンでめ金」「ホルモン鶴松」
焼鳥部門-----「美濃路」
その他部門---「レストランあみやき亭」「スエヒロ館」「スパッカナポリ」
   　　　　　　　　寿司「すしまみれ」居酒屋「楽市」                

業態別の月末時点稼動店舗数
項   目 4月 5月 6月 7月 8月 9月

焼肉部門 181 181 181 181 181 181
焼鳥部門 55 55 55 55 55 55
その他部門 32 32 32 33 33 33

項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
焼肉部門 180 180 180 179 179
焼鳥部門 54 54 52 52 52
その他部門 33 34 33 32 32


