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【ご参考】
（買取販売） 2009年8月期 2Ｑ累計

広 告 申込・問合せ 受 付 出張買取 オークション出品・売却

広告宣伝費 販売台数買取成約率

1,464 百万円 88.0％ 64,863台

1,709 百万円 88.2％ 70,687台2009.8 
2Q累計【予想】

販売台数

× 2008.8 2Q累計 161,350 円

2009.8 2Q累計【予想】 159,846 円

2009.8 2Q累計【実績】148,244 円

平均売上単価

≒

× 売上総利益≒2008.8 2Q累計 82,470 円

2009.8 2Q累計【予想】 84,107 円

2009.8 2Q累計【実績】 76,149 円

平均粗利額

2008.8 2Q累計 10,618 百万円

2009.8 2Q累計【予想】 11,522 百万円

2009.8 2Q累計【実績】10,188 百万円

売上高【買取販売】

注 【予想】については、2008年10月15日発表のものに基づいております。

1,600 百万円 85.5％ 67,710台2009.8
2Q累計【実績】

お申し込み件数 アポイント率 仕入台数

2008.8 
2Q累計
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【ご参考】
（買取販売） 2009年8月期 通期予想

広告 申込・問合せ 受 付 出張買取 オークション出品・売却

広告宣伝費 販売台数買取成約率

2008.8 3,234 百万円 88.6％ 146,111台

3,623 百万円 85.3％ 158,000台

お申し込み件数 アポイント率 仕入台数

2009.8
【予想】

販売台数

× 2008.8 159,900 円

2009.8【予想】 142,000 円

平均売上単価

≒

× 売上総利益≒2008.8 83,355 円

2009.8【予想】 78,000 円

平均粗利額

2008.8 23,737 百万円

2009.8【予想】 22,892 百万円

売上高【買取販売】

注 【予想】については、2009年4月3日発表のものに基づいております。
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（買取販売・小売販売）
2009年8月期 出店計画

店舗名 出店エリア 所在地 店舗タイプ 区分 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 川越店 関東エリア 埼玉県 バイク王（MS型） 新設 3月1日オープン（3月以降）

2 川崎多摩店（仮） 関東エリア 神奈川県 バイク王（MS型） 新設 5月以降

3 横浜上郷店 関東エリア 神奈川県 バイク王（MS型） 新設 2月16日オープン（2月以降）

4 神奈川店（仮） 関東エリア 神奈川県 バイク王（MS型） 新設 8月以降

5 岐阜店（仮） 東海エリア 岐阜県 バイク王（MS型） 新設 4月以降

6 京都伏見店 近畿エリア 京都府 バイク王（MS型） 新設 3月1日オープン（3月以降）

7 枚方店（仮） 近畿エリア 大阪府 バイク王（MS型） 新設 5月以降

8 相模原店（仮） 関東エリア 神奈川県 バイク王（MS型） 転用 来期以降に延期　　（販売店(i-knew)から買取MS店へ転用）

1 旭川店 北海道エリア 北海道 バイク王（SS型） 新設 4月1日オープン(4月以降)

2 品川店（仮） 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 新設 8月以降

3 板橋店（仮） 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 新設 7月以降

4 江戸川店（仮） 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 新設 6月以降

5 杉並店（仮） 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 新設 8月以降

6 荒川店（仮） 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 新設 6月以降

7 安城店（仮） 東海エリア 愛知県 バイク王（SS型） 新設 4月以降

8 山口店（仮） 中国エリア 山口県 バイク王（SS型） 新設 7月以降

1 横浜物流ｾﾝﾀー 関東エリア 神奈川県 物流センター 新設 9月1日オープン(9月以降)

1 第二ｲﾝﾌｫﾒー ｼｮﾝｾﾝﾀー - 秋田県 ｲﾝﾌｫﾒー ｼｮﾝｾﾝﾀー 新設 12月1日開設（12月以降）

1 神奈川店（仮） 関東エリア 神奈川県 ﾊﾞｲｸ王ﾀ゙ｲﾚｸﾄSHOP 新設 来期以降に延期

2 埼玉店（仮） 関東エリア 埼玉県 ﾊﾞｲｸ王ﾀ゙ｲﾚｸﾄSHOP 新設 中止

3 板橋店 関東エリア 東京都 ﾊﾞｲｸ王ﾀ゙ｲﾚｸﾄSHOP 新設 1月24日オープン（1月以降）

1 自由が丘店 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 閉鎖 10月31日閉鎖 11月以降（家主都合で物件取り壊しのため）

2 神田店 関東エリア 東京都 バイク王（SS型） 閉鎖 1月31日閉鎖　　　　　　　　　　　　　   2月以降（立地として不適切と判断）

3 大須店 東海エリア 愛知県 バイク王（SS型） 閉鎖 11月30日閉鎖　　　　 12月以降（商圏として不要と判断）

4 天神橋店 近畿エリア 大阪府 バイク王（SS型） 閉鎖 2月28日閉鎖               　　　　　　　　　　　　　  3月以降（立地として不適切と判断）

5 心斎橋店 近畿エリア 大阪府 バイク王（SS型） 閉鎖 11月30日閉鎖　　　 　12月以降（立地として不適切と判断）

6 小倉店 九州エリア 福岡県 バイク王（SS型） 閉鎖 2月28日閉鎖               　　　　　　　　　　　　　  3月以降（商圏として不要と判断）

1 TS中野店 関東エリア 東京都 ﾃｸﾉｽﾎ゚ ﾂー 閉鎖 1月22日閉鎖　　　　　　　　　　　1月以降（板橋店への移転にともない閉鎖）

2 TS横浜店 関東エリア 神奈川県 ﾃｸﾉｽﾎ゚ ﾂー 閉鎖 来期以降に延期


