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●図表－１ すし店の業態

2

業界の概要

すしは，日本の伝統的な食に位置づけられ

る。かつては高級・贅沢品であったが，元禄

寿司による回転すし，小僧寿しによる持ち帰

り寿司の出現・普及による低価格化により大

衆化が進み，今では人気料理の定番となって

いる。

また，海外でも「Sushi」は，日本食の代

表かつヘルシー食品として認知されており，

日本食レストランや寿司バーで手軽に食され

ている。

すしは，寿司をはじめ鮨，鮓などで呼ばれ

ている。語源は，酸っぱいの形容詞である「酸

し（すし）」や「酢めし」の“め”がいつの

間にかなくなり「すし」となった等言われて

いる。よく使われる「寿司」は，縁起を担ぎ

“寿を司る”に由来する当て字で，鮨や鮓も

魚に由来する当て字である。正式名の明確な

定義はないが，日本標準産業分類をはじめ行

政関連の用語としては，「すし」という使い

方が一般的となっている。

総務省「日本標準産業分類」ではすし店と

は，主としてすしをその場で飲食させる事業

所と定義されている。他の業態としては，す

しの持ち帰り専門店や宅配専門店とは区別さ

れている。回転すしは，その場で飲食させる

ことからすし店に含まれる。ここでは，回転

すしではない一般的なすし店を対象に業界動

向等を見ていきたい。

すし店の業態

すし店の業態は，図表－１のように，専門

店（立ちすしを含む），回転寿司，持ち帰り・

宅配専門店に大別される。また価格帯別に高

級すし店，中級すし店，低価格すし店に分け

ることができる。

すし店の市場規模

２０１２年から２０１９年までの８年間で，市場

規模は約２０％拡大している。２０１６年には１

兆５，０００億円を超えて，以降ほぼ横ばいで推

中小企業診断士

三嶋 弘幸

利益計画

すし店のモデル利益計画
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●図表－２ すし店の市場規模（単位：億円）

（出典） 一般社団法人日本フードサービス協
会「令和元年外食市場規模推計」
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●図表－３ すし店の事業所・従業員数の推移
事業所数 従業員数（人）

２０１２年 ２０１６年 増減 ２０１２年 ２０１６年 増減

個人 １５，８８７ １３，４６１ －２，４２６ ４９，６２７ ４１，７３５ －７，８９２

法人 ９，６４９ ９，０９５ －５５４ １９１，７１５ ２１３，５８８ ２１，８７３

合計 ２５，５３６ ２２，５５６ －２，９８０ ２４１，３４２ ２５５，３２３ １３，９８１

（出典） 総務省「経済センサス－活動調査」

●図表－４ 従業員区分別事業所数の推移
２０１２年 ２０１６年 増 減

事業所数 割合 事業所数 割合 増減数 増減率

１～４人 １５，８４０ ６２．０％ １３，５５７ ６０．１％ －２，２８３ －１４．４％

５～９人 ４，３４９ １７．０％ ３，６１２ １６．０％ －７３７ －１６．９％

１０～２９人 ３，３０４ １２．９％ ２，９５１ １３．１％ －３５３ －１０．７％

３０～４９人 ８４８ ３．３％ ７４３ ３．３％ －１０５ －１２．４％

５０～９９人 １，０６３ ４．２％ １，５５３ ６．９％ ４９０ ４６．１％

１００人～ １０９ ０．４％ １４０ ０．６％ ３１ ２８．４％

出向・派遣
事業者のみ

２３ ０．１％ ０ ０．０％ －２３ －１００．０％

合計 ２５，５３６ １００．０％ ２２，５５６ １００．０％ －２，９８０ －１１．７％

（出典） 総務省「経済センサス－活動調査」

●図表－５ 従業員区分別従業員数の推移
２０１２年 ２０１６年 増 減

従業員数 割合 従業員数 割合 増減数 増減率

１～４人 ３８，７１４ １６．０％ ３２，３０２ １２．７％ －６，４１２ －１６．６％

５～９人 ２７，７９７ １１．５％ ２３，２０１ ９．１％ －４，５９６ －１６．５％

１０～２９人 ５６，１２０ ２３．３％ ４９，９６０ １９．６％ －６，１６０ －１１．０％

３０～４９人 ３２，４４６ １３．４％ ２８，１５７ １１．０％ －４，２８９ －１３．２％

５０～９９人 ７０，８７０ ２９．４％ １０５，３７３ ４１．３％ ３４，５０３ ４８．７％

１００人～ １５，３９５ ６．４％ １６，３３０ ６．４％ ９３５ ６．１％

合計 ２４１，３４２ １００．０％ ２５５，３２３ １００．０％ １３，９８１ ５．８％

（出典） 総務省「経済センサス－活動調査」

4

移している。市場全体では，堅調に推移して

いるが，大手チェーン店の拡大と訪日外国人

のインバウンド需要の増加が下支えしている

ものと推察される。

すし店の事業規模

総務省の「経済センサス－活動調査」によ

ると，２０１６年のすし店の事業所数は，２２，５５６

で，２０１２年から２，９８０（１１．７％）減少してい

る。個人・法人別では，個人が２，４２６（１５．３％），

法人が５５４（５．７％）減少している。

また，２０１６年の従業員数は，２５５，３２３人で

２０１２年から１３，９８１人（５．８％）増加している。

個人・法人別では，個人は，２０１６年は４１，７３５

人で，２０１２年から７，８９２人（１６．０％）減少し

ているのに対し，法人では，２０１６年は，

２１３，５８８人で，２９１２年から２１，８７３人（１１．４％）

増加している。

従業員数別の事業所数の推移を見ると，従

業員１４人が全体の約６０％，４９人までを含め

ると約８９％に達する。すし店は，中小零細

規模が太宗を占める業界といえる。

増減数を見ると，４９人以下の小規模事業所

数の減少が顕著となっており，逆に５０人以上

の事業所数が増加しており，事業所の大規模

化が進んでいることがわかる。

これは，従業員数の増減も事業所数と同様

に４９人以下の中小零細業者では大幅に減少し，

５０人以上の事業所の従業員が大幅に増加して

いることから，中小零細業者が淘汰され，大

手チェーン店の出店が増加しているものと推

察される。

消 費 動 向

総務省の「家計調査」によると，図表－７

のとおり，すし（外食）支出は，全体の消費

支出，外食支出と比較しても安定的に推移し

ていることがわかる。ただし，２０２０年につ
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●図表－７ すしの消費支出が多い都市
２０１６年～２０１８年平均 ２０１７年～２０１９年平均 ２０１８年～２０２０年平均

順位 都市名 支出額（円） 都市名 支出額（円） 都市名 支出額（円）

平均 全国 １４，８７４ 全国 １４，８８５ 全国 １４，２４３

１ 金沢市 ２２，５４５ 金沢市 ２３，３８７ 金沢市 ２１，３６４

２ 岐阜市 ２１，０８３ 福井市 ２２，０１２ 福井市 ２０，３４５

３ 福井市 ２０，９１９ 岐阜市 ２０，４９１ 岐阜市 １９，７６５

４ 宇都宮市 １９，９６０ 甲府市 １９，９００ 高知市 １９，０３１

５ 静岡市 １９，６７７ 札幌市 １９，８５０ 静岡市 １８，７２０

６ 甲府市 １９，４８８ 川崎市 １９，３１７ 甲府市 １８，７１６

７ 札幌市 １９，４３０ 静岡市 １９，０７９ 札幌市 １７，９５２

８ 奈良市 １８，２１０ 山形市 １７，９４５ 山形市 １７，７６１

９ 川崎市 １８，２０２ 奈良市 １７，９４０ 川崎市 １７，０２３

１０ 山形市 １７，３６３ 宇都宮市 １７，５２０ 東京都区部 １６，５７５

（出典） 総務省「家計調査」

5

●図表－９ すし店の顧客単価 （円）

（出典） 厚生労働省「平成２８年生活衛生関
係経営実態調査」

いては，新型コロナウイルス感染症の影響で，

特に外食支出の減少が顕著に現れている。

また，図表－７のとおり，都市別のすしの

支出額を見ると，金沢市，福井市，岐阜市は

常に上位に位置し，平均支出金額を上回って

おり，地域性があることが伺える。

顧客の動向

図表－８のとおり，顧客の平均来店数は，

一般店で４７人，回転寿司で１５８人，持ち帰り・

宅配専門店で５人となっており，回転すしの

集客力が高いことが一目で分かる。

図表－９のとおり，顧客の平均単価は，一

般店で３，９４１円，回転すしで１，４９６円，持ち

帰り・宅配専門店で２，８８０円となっている。

これは，顧客層や来店目的，価格志向等の違

いを示していると推察される。

図表－１０のとおり，すし店（注文に応じて

職人が握る店）の一回当たりの支払金額をみ

ると，昼食時は「１，０００円～２，０００円未満」

●図表－６ 外食産業の消費支出推移 （単位：円）

消費支出 外食 日本そば
・うどん 中華そば すし

（外食） 和食 中華食 洋食 焼肉 ハンバー
ガー

２０１５年 ２，９６５，５１５ １６９，１６５ ５，８３５ ６，０３０ １２，２５４ ２３，４７６ ４，４３６ １１，９６８ ５，８７６ ２，７６８

２０１６年 ２，９０９，０９５ １６４，５４１ ５，４８６ ６，２４６ １３，０３３ ２２，７１５ ４，５３５ １２，０４４ ６，２９７ ２，９８８

２０１７年 ２，９２１，４７６ １６３，８６８ ５，５８４ ６，１４０ １２，６９５ ２３，０７９ ４，５９９ １１，９０６ ６，５２８ ３，０８４

２０１８年 ２，９５６，７８２ １６３，７５２ ５，６４５ ６，２９２ １２，８０６ ２１，９６９ ４，４０９ １１，４３３ ６，６５３ ３，３７６

２０１９年 ２，９９６，４５２ １６９，３６９ ５，７１２ ６，７６８ １２，４１２ ２１，５４７ ４，５２８ １０，７００ ６，４１５ ３，７５４

２０２０年 ２，８０２，８１１ １２１，０６０ ４，３５２ ５，２７９ １０，８３８ １６，７０１ ３，３６１ ７，５７４ ５，１７５ ４，１７１

（出典） 総務省 家計調査

●図表－１０ 昼食・夕食別支出金額別割合

昼 食 夕 食

１，０００円未満 １０％ １０％

１，０００～２，０００円未満 ５０％ ２３％

２，０００～３，０００円未満 ２２％ ２２％

３，０００～５，０００円未満 １１％ ２４％

５，０００円以上 ７％ ２１％

（出典） 厚生労働省「収益力向上に向けた取
組のヒント～すし業編」

●図表－８ すし店の来客数 （人／日）

（出典） 厚生労働省「平成２８年生活衛生関係
経営実態調査」
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が最も多く，次は，「２，０００円～３，０００円未満」

が続いている。

一方で，夕食時は，「１，０００円～２，０００円未

満」，「２，０００円～３，０００円未満」，「３，０００円～

５，０００円未満」，「５，０００円以上」がほぼ同じ

割合となっている。

経 営 状 況

すし店の経営状況について，日本政策金融

公庫「小企業の経営指標～すし店」を見ると，

売上高経常利益率は，平均で０．４％，償却前

経常利益率で３．０％と収益力は低い水準にあ

る。また自己資本比率は，平均で▲３８．６％

と債務超過企業が多い。

大手回転寿司チェーン店の出店加速の影響

もあるが，既存顧客への依存体質，メニュー

やサービスの創意工夫の欠如をはじめ多様化

する顧客ニーズへの対応の遅れ，材料費や人

件費の高騰等が要因として挙げられる。経営

者や職人の高齢化は旧態依然の体質継続の要

因であり，事業承継や若手職人の育成が今後

の課題といえる。

すし店の方向性

すし店の方向性は，�収益力の向上～低収
益体質からの脱却，�環境負荷への配慮等の
消費者ニーズの変化に即したエシカル消費需

要への対応，�消費者の健康志向や HACCP

に対応した安全性の向上に向けた取組，�職
人の高齢化に伴う若手職人育成に向けて，人

材確保・育成に向けた対応が求められる。

大手回転寿司チェーンや同業の専門店のほ

か，すしを提供する日本料理店，居酒屋等と

の競争構造から厳しい経営環境にあり，低収

益構造が慢性化している。また新型コロナウ

イルス感染症等の発生をはじめ外部環境の変

化に大きく影響を受ける。今後の事業展開の

安定化を図る上で，収益力の向上が喫緊の課

題といえる。

健康志向や食の安全等の消費者ニーズを背

景に，品質・衛生管理の徹底が求められてい

る。２０２１年６月からは，すし店においても，

HACCPに準じた対応が義務化されている。

飲食業界においても，急速に進展している

SDGs（持続可能な開発目標）やエシカル消

費への対応は喫緊の課題といえる。

モデル企業A社の概要

A社の企業概要は図表－１２の通りである。

A社の事業概要・沿革は以下の通りである。

� A社は，すし専門店である。顧客平均単

価は比較的高く，高級店に近い位置づけに

ある。

ランチ ：１５００円

ディナー：５，０００～１０，０００円

宴会 ：８，０００～２０，０００円

●図表－１１ すし店の経営指標

指 標 単位 平均値
黒字かつ自
己資本プラ
ス企業平均

総資本経常利益率 ％ ２．１ ８．０

自己資本経常利益率 ％ ３４．６ ７４．４

売上高総利益率 ％ ５７．６ ５８．７

売上高営業利益率 ％ －１．０ ３．１

売上高経常利益率 ％ ０．４ ３．３

売上高経常利益率（償却前） ％ ３．０ ６．７

人件費対売上高比率 ％ ２９．９ ３０．８

総資本回転率 ％ ２．８ ２．４

売上債権回転期間 月 ０．２ ０．２

仕入債務回転期間 月 ０．７ ０．７

商品回転期間 月 ０．２ ０．１

従業員１人当たり売上高 千円 １０，０６５ １１，３０７

従業員１人当たり人件費 千円 ２，９３８ ３，４４３

店舗面積（３．３㎡）当たり
売上高

千円 ２，５０２ ３，０５５

当座比率 ％ ７９．１ １００．０

流動比率 ％ １７８．１ ２１５．１

借入金回転期間 月 ７ ５

自己資本比率 ％ －３８．６ ２５．６

損益分岐点比率 ％ １０３．８ ９７．６

（出典）日本政策金融公庫「小企業の経営指標」
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●図表－１４ 売上構成

売上高（千円） 割合（％）

ランチ ５７，１５０ ２５．４％

ディナー １１７，０００ ５２．０％

宴会 ３６，６７５ １６．３％

出前 １１，０２５ ４．９％

テイクアウト ３，１５０ １．４％

合計 ２２５，０００ １００．０％

�

1

� 設立は１９８３年で，創業者は，東京都都

心の高級すし店で２０年修業を重ね，独立開

業した。前勤務先時代からの固定顧客が多

く，安定した顧客基盤を有している。

� 現代表者は，二代目で，創業者子息であ

り，２年前に事業承継した。

� 鮮度と味にこだわったメニューで顧客の

支持を得ている。

� 食材の仕入は，代表者および創業者が毎

日，直接豊洲市場で買付を行っており，目

利き力は高いと好評である。

� 店舗は，駅に近い商業地域に立地し，オ

フィス街が多いエリアである。

� 出前は完全予約制で実施している。（店

舗から半径１．５キロ内）

� 収益状況

直近期の収益状況は図表－１３のとおりで

ある。

� 売上構成

直近期の売上構成は，図表－１４の通りで

ある。ディナーの割合が過半を占めている。

現 状 分 析

外部環境分析

A社を取り巻く外部環境について，５フォ

ース分析で把握する。

� 業界内の競争

同業の専門店が多く，競争が激しい状況に

あり，サービス・メニュー等の工夫で差別化

を図る必要性ある。価格面や利用シーン等で

大手回転寿司チェーンとの棲み分けができて

いる。

� 仕入先の交渉力

鮮魚は市場からの仕入れであり，市場価格

である。大手回転寿司チェーンは，場外仕入

を行っており，バイイングパワーによる仕入

先との交渉力を有している。

� 販売先の交渉力

顧客ニーズは多様化しており，伝統的なす

し職人による握りたての鮮度の高い商品の提

供や専門店ならではのメニュー（煮物，焼き

物，茶わん蒸し等）の提供による差別化で，

顧客ニーズに対応し，満足度向上が求められ

る。

●図表－１２ A社の企業概要

会社形態 株式会社

設立 １９８３年

資本金 １，０００万円

従業員数 １０名（正社員４名，パート６名）

所在地 東京都区内

事業内容 すし専門店

店舗数 １店舗

面積 約５０坪

席数 ４５席

売上高 ２２５百万円

●図表－１３ 収益状況

科目 金額（千円）

売上高 ２２５，０００

売上原価 ９６，３００

売上総利益 １２８，７００

（粗利益率） ５７．２％

販売管理費 １２２，８５０

人件費 ７０，２００

地代家賃 ６，１２０

減価償却費 ４，１５０

営業利益 ５，８５０

（営業利益率） ２．６％
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2

� 新規参入の脅威

新規参入には，すし職人の確保が必須であ

り，ハードルは高い。短期でのすし職人養成

スクールの存在は脅威である。

後継者不在から他業界からのM&Aによ

る参入の可能性は高い。

� 代替品の脅威

鮮魚という食材では，代替品の脅威は少な

いものの，将来的には，加工技術の進展によ

り，植物性材料等を活用した代替鮮魚の商品

化等が事業化される可能性はある。

外部・内部環境分析

外部環境・内部環境分析をした上で，クロ

ス SWOT分析により今後の方向性を図表－

１５のとおり検討する。

� A社の強み

A社の強みは，以下のように整理される。

・固定顧客の存在

創業時からの固定顧客およびその紹介顧客

が多く，安定した事業基盤となっている。

・職人の技術力

ベテランの職人が多く，捌きや握りはもと

より，素材にあった味付けや盛り付け等多様

な技術・技能を有しており，顧客の高い評価

を得ている。

・安定した仕入ルートの確保

鮮魚は豊洲市場の複数の仲卸との関係が深

く，質の高い素材の提供や情報が入る。また

野菜や卵等は近県の農家との直接契約で新鮮

かつ安全な材料の仕入れが可能である。

・目利き力の高さ

創業者の材料の目利き能力は高く，OJT

を通じて代表者や職人の目利き能力も高まっ

ている。

� A社の弱み

A社の弱みは以下のように整理される。

・固定顧客に依存した体質

固定顧客の多さは強みである反面，固定顧

客に依存した体質となり，新規顧客開拓に向

けた努力が不足している。

・経営管理レベルの低さ

収益管理等は実施しているが，アナログ対

応で，特に仕入管理は成り行きで，計画性お

よびデジタル化への対応が必要である。また

社内の情報共有も課題といえる。

・すし職人の高齢化

ベテラン職人は，創業以来の社員で，技術

●図表－１５ クロスSWOT

機 会 脅 威

・出前，テイクアウト需要拡大
・健康志向の高まり
・調理器具の進展
・SDGs，エシカル消費の普及

・鮮魚価格の上昇
・新型コロナウイルス感染症
等の感染症や食中毒の発生
・大手チェーンの店舗戦略の
見直し

強 み

・固定顧客が多い
・職人の技術力
・安定した仕入ルート
・食材の目利き力

【改善に向けた方向性】
◇多様なニーズに柔軟に対応し，売上増加を図る。
・情報発信力強化による認知度向上
・出前・テイクアウトサービスの強化
・職人の技術力による創作メニュー等の開発

◇生産性の向上によるコスト削減を図る。
・最新の調理器具導入による業務の効率化
・店舗オペレーションの効率化（食品ロスの削減）
・IT スキル向上による管理レベルの強化

弱 み

・固定顧客依存度
・経営管理レベルの低さ
・すし職人の高齢化
・情報発信力が低い
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�

レベルは高いものの，高齢化しており，若手

職人の育成・戦力化が課題である。

・情報発信力の低さ

自社の強みや商品・サービス等についての

情報発信力が低い。役員・従業員の ITスキ

ルが低く，今後の向上が必要である。

� A社にとっての機会

・出前，テイクアウト需要

働き方改革や感染症発生を機としたテレワ

ークの進展は，在宅時間が長くなり，出前需

要の増加が見込まれる。

・健康志向の高まり

女性をはじめ健康志向の高まりは今後も続

くことから，ヘルシー食材としての需要増加

が期待できる。

・調理器具等の進化

主な加熱調理や急速冷凍等の調理器具・設

備の導入による厨房内での業務の効率化が見

込まれる。

・SDGs，エシカル消費の普及

特に食品ロスや食品廃棄物の削減が社会的

課題であり，積極的な取組が消費者の支持・

信頼を得ることになる。照明は LEDへの交

換等の省エネ，テイクアウト容器等リサイク

ル可能なものの使用等が求められる。

� A社にとっての脅威

・鮮魚価格の上昇

漁獲量の変動にもよるが，価格上昇の可能

性があり，仕入れの適正化や冷凍保存等の対

応が必要である。

・感染症等の発生

感染症等の発生による外出自粛や行政から

の休業要請等は，経営悪化の要因となる。

・大手チェーン店の店舗戦略

回転寿司に限らず大手外食チェーン店の店

舗戦略見直しによる低価格から高級志向への

転換やドミナント戦略による地域囲い込み等

の戦略変更による影響が懸念される。

課題の改善策

具体的な取組内容は以下の通りである。

� 情報発信力強化による認知度向上

既存ホームページをリニューアルし，厳選

素材（鮮魚，米，野菜，卵等）を使った職人

技による多様なメニューを訴求し，同業他社

との差別化を図る。

また，ECサイト機能を付加し，ネットで

の出前，テイクアウト受注に対応する。さら

に，ホームページ上に，リクルートページも

作成し，人材確保にも活用する。

� メニュー開発による顧客層の拡大

お祝い事や特別な日に合わせた寿司屋なら

ではの厳選素材を使って飾り付けた“創作寿

司ケーキ”や“寿司屋の鰻”等により，ファ

ミリー層や冠婚を対象としたメニュー提案を

行い，顧客層の拡大を図る。

� 食品ロス・食品廃棄物の削減

●図表－１６ 利益計画改善戦略フロー
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�

POSデータの活用により日々の需要予測

を行い，鮮魚等の仕入の適正化を図る。また

消費期限管理の徹底や煮付け料理等への加工

や真空保存，急速冷凍保存により食品ロスや

食品廃棄物の削減を図る。

� 衛生管理の強化

食の安全性の確保の観点から，HACCP基

準に準拠した衛生管理の強化を図る。仕入か

ら加工までの履歴情報管理するトレーサビリ

ティにも注力していく。

店舗内の５S（整理，整頓，清潔，清掃，

躾）や感染防止対策の徹底・強化を図る。

� 従業員（含むパート）の多能工化の推進

職人も含めて厨房内の調理・加工作業や配

膳，出前対応等スタッフの多能工化を図り，

店舗オペレーションの効率化で生産性の向上

を目指す。

ベテラン職人の高齢化が顕著であり，若手

職人への OJTを通した感やコツ等所謂暗黙

知の技術承継を図ることで，伝統を維持しつ

つ技術レベルの向上を図る。

またホームページやインスタグラム等

SNSの発信やメンテナンス，顧客管理デー

タ，損益管理等を強化する上で，役員，社員・

パートの ITスキルの向上を図る。業界団体

や商工会議所等の ITスキル研修等へ積極的

に参加させる予定である。

改善後の利益計画

今後の利益計画を作成する過程を通じて，

自社の置かれている環境をはじめ，自社の現

状を把握し，取り組むべき課題を明確にする

ことができた。改善に向けた社内での議論を

重ねることで多くの気づきを得ることができ，

社内での業務改善意識の醸成が図られた。

収益力向上に向けて，職人はじめ従業員・

パートの理解・共感を得て，上記取組の実行

に着手した。残念ながら新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化という厳しい環境にあ

る。その中で，独自のサービス提供により優

良顧客の維持，新たな顧客層開拓により事業

拡大を目指すものである。

実際に，出前・テイクアウト需要の増加は

顕著化であり，逆に減少傾向にある宴会需要

をカバーできる見込みである。“創作寿司ケ

ーキ”等のメニュー提案等の情報発信力の強

化による認知度向上を図っていくことで，今

後の増収・増益を見込んでいる。

〔みしま・ひろゆき〕

●図表－１７ 今後の利益計画（３年） 単位：千円

直近期 １年目 ２年目 ３年目

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

売上高 ２２５，０００ １００．０％ ２５２，０００ １００．０％ ２７６，０００ １００．０％ ２８８，０００ １００．０％

売上原価 ９６，３００ ４２．８％ １０６，５９６ ４２．３％ １１５，９２０ ４２．０％ １２０，３８４ ４１．８％

売上総利益 １２８，７００ ５７．２％ １４５，４０４ ５７．７％ １６０，０８０ ５８．０％ １６７，６１６ ５８．２％

（粗利益率） ５７．２％ ５７．７％ ５８．０％ ５８．２％

販売管理費 １２２，８５０ ５４．６％ １３６，５８４ ５４．２％ １５０，０４０ ５４．４％ １５５，５２０ ５４．０％

人件費 ７０，２００ ３１．２％ ７２，３０６ ２８．７％ ７６，９１２ ２７．９％ ７８，０１８ ２７．１％

地代家賃 ６，１２０ ２．７％ ６，１２０ ２．４％ ６，１２０ ２．２％ ６，１２０ ２．１％

減価償却費 ４，１５０ １．８％ ４，６５０ １．８％ ４，６５０ １．７％ ４，６５０ １．６％

営業利益 ５，８５０ ２．６％ ８，８２０ ３．５％ １０，０４０ ３．６％ １２，０９６ ４．２％

（営業利益率） ２．６％ ３．５％ ３．６％ ４．２％
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