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1.令和4年（’22）2月期 本決算業績サマリー【連結】
（令和3年3月～令和4年2月） Results of FY 2021,Consolidated （summary）

令和3年2月期 令和4年2月期 前期比

2021/2 2022/2 増減額 増減率

実績 実績 ( increase) (%change)

売上高 Net Sales 百万円(\ mil) 96,141 109,363 13,222 113.8%

営業利益 Operating income 百万円(\ mil) △ 4,319 △ 1,783 2,536 -

経常利益 Ordinary income 百万円(\ mil) △ 4,177 △ 1,478 2,699 -

親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 百万円(\ mil) △ 10,979 1,221 12,200 -

一株当り当期純利益 Net income per share 円(\) △ 248.38 27.63 276.01 -

一株当り純資産額 Stockholders' equity per share 円(\) ¥2,121.04 ¥2,122.66 1.62 100.1%

一株当り配当金 Dividends per share 円(\) ¥24.00 ¥26.00 2.00 108.3%

配当性向 Pay out ratio （％） － 94.1% - -

自己資本比率 Shareholders' equity ratio （％） 81.4% 79.4% - △2.0%

自己資本当期純利益率 ROE （％） △11.0% 1.3% - 12.3%

総資本経常利益率 ROA （％） △3.4% △1.3% - 2.1%

令和3年2月期

2021/2

総資産 Total Assets 百万円(\mil) 115,246

純資産 Shareholder' Equity 百万円(\mil) 94,000

期末発行済株式数 Number of shares outstanding as of year-end 株 45,609,761

期中平均株式数 Average number of shares outstanding 株 44,204,426

営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Operating Activities 百万円(\ mil) △ 2,883

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Investing Activities 百万円(\ mil) △ 5,949

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Financing Activities 百万円(\ mil) △ 2,146

現金&現金等価物(期末) Cash & Cash Equivaients, End of Year 百万円(\ mil) 26,309

設備投資 Capital Expenditures 百万円(\mil) 6,695

減価償却費 Depreciation 百万円(\mil) 4,513

新規出店数 Number of New Open Shops 店 72

社員数 Number of Employees 人 2,755

* 海外出店を除く

2,783

令和4年2月期

2022/2

118,227

94,109

14,637

△ 4,933

△ 1,503

4,184

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

45,609,761

44,216,070

4,517

34,546

78


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		△11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		△3.4%		△1.3%		-		2.1%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%
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■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





貸借対照表

		

														Feb, 2021		Feb, 2022														Feb, 2021		Feb, 2022

				資産の部 シサンブ								Assets								負債の部 フサイブ								Liabilities

						流動資産 リュウドウシサン						Current assets										流動負債 リュウドウフサイ						Current liabilities

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				Cash & Deposits		26,309		34,546								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン				Notes payable & Accounts payable – trade		5,027		5,034

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				Notes & Accounts receivable		6,454		4,998								短期借入金 タンキカリイレキン				Short-term loans payable		470		470

								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン				Merchandise & Finished goods		2,281		2,478								1年以内返済予定の長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				Current portion of long-term borrowings		-　		60

								仕掛品 シカケヒン				Semi-finished goods		101		107								未払法人税 ミバライホウジンゼイ				Income taxes payable		762		1,898

								原材料及び貯蔵品 ゲンザイリョウオヨチョゾウヒン				Raw materials & Supplies		1,572		1,451								賞与引当金 ショウヨヒキアテキン				Provision for bonuses		918		1,051

								その他 タ				Other		7,119		5,622								役員賞与引当金 ヤクインショウヨヒキアテキン				Provision for directors’ bonuses		23		15

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン				Allowance for doubtful accounts		△ 19		△ 22								株主優待引当金 カブヌシユウタイヒキアテキン				Provision for Shareholder benefits		125		134

								流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ				Total Current assets		43,818		49,180								その他 タ				Other		6,587		7,746

						固定資産 コテイシサン						Non-current assets												流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ				Total Current liabilities		13,913		16,409

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				Property, plant and equipment										固定負債 コテイフサイ						Non-current liabilities

										建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ		Buildings & Structures		22,194		21,141								長期借入金 チョウキカリイレキン				Long-term debts		-　		215

										機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング		Machinery & equipment & Vehicles		964		932								リース債務 サイム				Lease obligations		841		794

										土地 トチ		Rand		19,253		19,419								退職給付に係る負債 タイショクキュウフカカフサイ				Net defined benefit liability		2,109		2,215

										リース資産 シサン		Leased assets		3,132		2,277								資産除去債務 シサンジョキョサイム				Asset retirement obligations		2,088		2,221

										その他 タ		Other		1,474		1,326								その他 タ				Otjer		2,294		2,260

										有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ		Total Property, plant and equipment		47,019		45,098								固定負債合計 コテイフサイゴウケイ				Total Non-current liabilities		7,333		7,707

						　		無形固定資産 ムケイコテイシサン				Intangible assets		624		575						負債合計 フサイゴウケイ						Total Liabilities		21,246		24,117

								投資その他の資産 トウシタシサン				Investments and other assets								純資産の部 ジュンシサンブ								Net assets

										投資有価証券 トウシユウカショウケン		Investment securities		569		639						株主資本 カブヌシシホン						Shareholders’ equity

										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン		Deferred assets		1,039		600								資本金 シホンキン				Capital stock		1,000		1,000

										敷金及び保証金 シキキンオヨホショウキン		Lease deposits		20,289		20,592								資本剰余金 シホンジョウヨキン				Capital surplus		16,638		16,638

										退職給付に係る資産 タイショクキュウフカカシサン		Net defined benefit asset		39		28								利益剰余金 リエキジョウヨキン				Retained earnings		78,632		78,792

										その他 タ		Other		1,845		1,511								自己株式 ジコカブシキ				Treasury shares		△ 2,578		△ 2,574

										投資その他の資産合計 トウシタシサンゴウケイ		Total Investments and other assets		23,783		23,372								株主資本合計 カブヌシシホンゴウケイ				Total Shareholders’ equity		93,692		93,856

								固定資産合計 コテイシサンゴウケイ				Total Non-current assets		71,427		69,046						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク						Valuation and translation adjustments

						資産合計 シサンゴウケイ						Total Current assets		115,246		118,227								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				Valuation difference on available-for-sale securities		53		79

																								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				Foreign currency translation adjustment		69		△ 42

																								退職給付に係る調整累計額 タイショクキュウフカカチョウセイルイケイガク				Remeasurements of defined benefit plans		△ 34		△ 36

																								その他の包括利益累計額合計 タホウカツリエキルイケイガクゴウケイ				Total Valuation and translation adjustments		88		0

																						非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン						Minority interests		219		252

																						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ						Total Net assets		94,000		94,109

																				負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ								Total Liabilities & Net assets		115,246		118,227





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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２．主要損益【連結】
Income and expenses

売上高のポイント

粗利＆販売管理費のポイント

特別損益のポイント

＜特別利益＞
固定資産売却益 1百万円
その他 80億66百万円

＜特別損失＞
固定資産除却損 14百万円
減損損失 31億46百万円

（21/3～22/2月累計 売上高前年比）
既存店 全店

ドトール 114.0％ 114.3％
日レス 102.0％ 113.8％

（21/3～22/2月累計 客数前年比）
既存店 全店

ドトール 110.2％ 109.9％
日レス 101.9％ 113.2％

* 22/2月期における売上の状況は、緊急
事態およびまん延防止等重点措置期間
における通常営業が困難な状況が継続
した結果、売上高は前年を上回ったもの
の、想定を大きく下回ることとなりました。

* 粗利は、売上構成比の変化（店舗売上増）
により、粗利率が上昇。

* 販管費の増加は、前年度の店舗臨時休業
に伴う特別損失（人件費・賃料等）が販管費
に、また新規出店に伴う賃料増が中心。

（百万円）(\ mil)

令和4/2計画
Plan for FY2021

金額 金額 売上比 金額 売上比 前年増減額 前年同期比 増減額 計画比

Actual Actual Ratio Actual Ratio increase VS Prev. increase VS Budget

122,180 96,141 100.0% 109,363 100.0% 13,222 113.8% △ 12,817 89.5%

73,097 55,775 58.0% 64,315 58.8% 8,540 115.3% △ 8,782 88.0%

70,051 60,094 62.5% 66,098 60.4% 6,004 110.0% △ 3,953 94.4%

人件費
Personal expenses 30,002 25,470 26.5% 28,044 25.6% 2,574 110.1% △ 1,958 93.5%

その他
Other 40,049 34,624 36.0% 38,054 34.8% 3,430 109.9% △ 1,995 95.0%

3,046 △ 4,319 -4.5% △ 1,783 -1.6% 2,536 - △ 4,829 -

営業外収益
Non-operating income 213 238 0.2% 389 0.4% 151 163.4% 176 182.6%

営業外費用
Non-operating expense 69 96 0.1% 85 0.1% △ 11 88.5% 16 123.2%

3,190 △ 4,177 -4.3% △ 1,478 -1.4% 2,699 - △ 4,668 -

特別利益
Extraordinary Income 2,840 843 0.9% 8,067 7.4% 7,224 956.9% 5,227 284.0%

特別損失
Extraordinary Losses 350 5,598 5.8% 3,160 2.9% △ 2,438 56.4% 2,810 902.9%

5,680 △ 8,933 -9.3% 3,428 3.1% 12,361 - △ 2,252 60.4%

4,374 △ 10,979 -11.4% 1,221 1.1% 12,200 - △ 3,153 27.9%

85 72 78 6 108.3% △ 7 91.8%

4,057 4,513 4,184 △ 329 92.7% 127 103.1%

5,323 6,695 4,517 △ 2,178 67.5% △ 806 84.9%
設備投資額
Capital Investment

令和4年2月期
Result of FY 2021

親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

税引前当期純利益
Income before income taxes

売上高
Net Sales

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

令和3年2月期
Result of  FY2020

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

新規出店
New Stores   *海外出店除く

減価償却
Depreciation


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%

												178				3





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297







4
＊上記数値については、グループ連結消去前（事業会社の子会社は含む）の数値となります。

３．主要事業会社の損益
Results of FY 2021, Non-Consolidated

（百万円）(\ mil)

2021/2
売上比

2022/2 売上比 増減額 増減率 2021/2
売上比

2022/2 売上比 増減額 増減率 2021/2
売上比

2022/2 売上比 増減額 増減率

実績 Ratio 実績 Ratio increase %change 実績 Ratio 実績 Ratio increase %change 実績 Ratio 実績 Ratio increase %change

58,576 100.0% 66,645 100.0% 8,069 113.8% 34,198 100.0% 38,848 100.0% 4,650 113.6% 6,707 100.0% 7,484 100.0% 777 111.6%

27,019 46.1% 31,870 47.8% 4,851 118.0% 25,039 73.2% 28,096 72.3% 3,057 112.2% 2,789 41.6% 3,229 43.1% 440 115.8%

29,783 50.8% 32,635 49.0% 2,852 109.6% 26,937 78.8% 29,645 76.3% 2,708 110.1% 2,462 36.7% 2,573 34.4% 111 104.5%

人件費
Personal expenses 10,633 18.2% 11,734 17.6% 1,101 110.4% 12,615 36.9% 13,878 35.7% 1,263 110.0% 1,218 18.2% 1,278 17.1% 60 104.9%

その他
Other 19,150 32.7% 20,901 31.4% 1,751 109.1% 14,322 41.9% 15,767 40.6% 1,445 110.1% 1,244 18.5% 1,295 17.3% 51 104.1%

△ 2,764 -4.7% △ 765 -1.1% 1,999 - △ 1,898 -5.6% △ 1,549 -4.0% 349 - 327 4.9% 656 8.8% 329 200.6%

営業外収益
Non-operating income 78 0.1% 107 0.2% 29 137.2% 87 0.3% 96 0.2% 9 110.3% 8 0.1% 12 0.2% 4 150.0%

営業外費用
Non-operating expense 49 0.1% 54 0.1% 5 110.2% 9 0.0% 16 0.0% 7 177.8% 17 0.3% 17 0.2% 0 100.0%

△ 2,735 -4.7% △ 712 -1.1% 2,023 - △ 1,820 -5.3% △ 1,469 -3.8% 351 - 318 4.7% 651 8.7% 333 204.7%

特別利益
Extraordinary Income 480 0.8% 3,156 4.7% 2,676 657.5% 232 0.7% 4,790 12.3% 4,558 2064.7% 54 0.8% 38 0.5% △ 16 -

特別損失
Extraordinary Losses 3,309 5.6% 583 0.9% △ 2,726 17.6% 2,239 6.5% 2,464 6.3% 225 110.0% 28 0.4% 43 0.6% 15 153.6%

△ 5,564 -9.5% 1,861 2.8% 7,425 - △ 3,827 -11.2% 857 2.2% 4,684 - 344 5.1% 646 8.6% 302 187.8%

△ 6,409 -10.9% 1,035 1.6% 7,444 - △ 4,797 -14.0% △ 209 -0.5% 4,588 - 201 3.0% 411 5.5% 210 204.5%

経常利益
Ordinary income

令和3年2月期 令和3年2月期 令和4年2月期

Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計

令和3年2月期 令和4年2月期 前期比

ドトールコーヒー
Doutor Coffee

営業利益
Operating income

令和4年2月期 前期比

日本レストランシステム
Nippon Restaurant System

税引前当期純利益
Income before income taxes

当期純利益
Net income

売上高
Net Sales

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

前期比


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%
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■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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４．売上高の概要【連結】
Net Sales, Consolidated

店舗売上

* 昨年は店舗休業期間があったことから、前年
比較における売上高は、直営店、ＦＣ卸売上
ともに大きく伸長。

* 店舗営業においては、断続的な緊急事態宣
言及びまん延防止等重点措置の期間、特に
オリンピック開催期間の8月前後や年明け後
2月の落込みが激しく、計画を大きく下回った。

* ベーカリー事業のサンメリーはテイクアウト需
要を取込み、年間を通じて堅調に推移。

一般卸売事業

* 一般卸売事業は、コンビニ向けチルド飲料や
オフィスコーヒーに苦戦したものの、スーパー
など量販店や通信販売で、巣ごもり需要を取り
込むことで業容拡大し、売上は大きく伸長。
また、缶コーヒーなど新たな市場も開拓。

現状見通し
まん延防止等重点措置の解除以降、着実に

客数・売上が回復しております。
改めて新メニューの導入や立地別施策などを

講じ、売上増加を図ってまいります。

2021/2 売上比 2022/2 売上比 増減額 増減率

実績 Ratio 実績 Ratio increase %change

96,141 100.0% 109,363 100.0% 13,222 113.8%

55,365 57.6% 65,496 59.9% 10,131 118.3%

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop 9,666 10.1% 12,751 11.7% 3,085 131.9%

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe 5,480 5.7% 6,866 6.3% 1,386 125.3%

その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor) 3,257 3.4% 3,849 3.5% 592 118.2%

洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon 9,101 9.5% 10,361 9.5% 1,260 113.8%

星乃珈琲店
Hoshino Coffee 12,053 12.5% 13,145 12.0% 1,092 109.1%

その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) 11,784 12.3% 14,015 12.8% 2,231 118.9%

サンメリー直営店
Sunmerry's Stores 2,817 2.9% 2,915 2.7% 98 103.5%

海外直営店
1,205 1.3% 1,594 1.5% 389 132.3%

38,522 40.1% 41,799 38.2% 3,277 108.5%

ＦＣ向卸売上
Sales to FC 15,126 15.7% 16,130 14.7% 1,004 106.6%

一般卸売上
Sales to others 23,396 24.3% 25,669 23.5% 2,273 109.7%

2,079 2.2% 2,066 1.9% △ 13 99.4%

加盟金収入
Participation Sales 52 0.1% 39 0.0% △ 13 75.0%

ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales 1,867 1.9% 1,911 1.7% 44 102.4%

店舗設計等収入
Stores　Design 159 0.2% 116 0.1% △ 43 73.0%

その他の営業収入
Other Sales

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

令和3年2月期

（百万円）(\ mil)
令和4年2月期 前期比

売上高
Net Sales

直営店
Directly Managed Stores

卸売り
Whole Sales


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%
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■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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５．店舗数に関する状況

Number of Shops

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 ８店舗
北海道 ： 46店舗

東北 ： 95店舗

関東 ： 1,296店舗

中部 ： 158店舗

信越・北陸 ： 39店舗
関西 ： 248店舗

中国 ： 48店舗

四国 ： 9店舗
九州・沖縄 ： 104店舗

☆地域別店舗数

※グループ企業間の業態変更は、閉店及び新店でカウントしております

国内出店
Domes t i c

Opened

海外出店
Overseas

Opened

加盟店 16 0
直営店 8 1
合計 24 1

加盟店 0 0
直営店 6 0
合計 6 0

加盟店 0 0
直営店 4 1
合計 4 1

16 0
18 2
34 2

直営店 5 0
加盟店 0 0
直営店 11 2
加盟店 4 0
直営店 24 0
加盟店 0 0

44 2

Sunmerry's 直営店 0 0

Premium Coffee &Tea 直営店 0 0

78 4

新規出店総合計 82

合計

小計　Sub  To tal

洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon

星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop

その他
Other

小計　Sub  To tal

業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type

ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop

エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café

その他
Other

加盟店合計　FC Total

直営店合計　RC Total

18年2月
FY2017

19年2月
FY2018

20年2月
FY2019

21年2月
FY2020

22年2月
FY2021

全店 1,126 1,113 1,100 1,081 1,074
（うちＦＣ） 935 924 912 877 857

全店 122 122 123 124 126
（うちＦＣ） 26 23 23 22 20

全店 53 47 41 40 37
（うちＦＣ） 52 46 40 38 35

全店 48 45 47 48 49
（うちＦＣ） 2 2 2 1 1

全店 1,349 1,327 1,311 1,293 1,286
（うちＦＣ） 1,015 995 977 938 913

全店 190 193 197 200 206
（うちＦＣ） 1 1 0 0 0

全店 210 233 253 267 282
（うちＦＣ） 18 23 31 35 39

その他
Other

196 204 207 210 228

全店 596 630 657 677 716
（うちＦＣ） 19 24 31 35 39

全店 41 41 41 41 40
（うち星乃珈琲） 4 4 4 5 5

全店 1,987 1,999 2,010 2,012 2,043
（うちＦＣ） 1,034 1,019 1,008 973 952

シンガポール 12 11 12 13 12
マレーシア 5 6 4 4 4
台湾 1 1 2 2 3
韓国 1 2 2 2 2
その他 0 2 3 3 4

海外　計 19 22 23 24 25

2,021 2,033 2,036 2,068
ホールディングス総合計
HD Total

全店 2,006

1 1 1

ホールディングス国内計
HD Total　（Domes t i c）

D&Nインターナショナル
D&N In tern at ional

1 1
プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea

全店

日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub  To tal

サンメリー
Sunmerry's

洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon

星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop

ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop

エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe

カフェ　コロラド
Café Colorado

その他
Others

ドトールコーヒー小計
Douto r Sub  To tal


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%

												178				3





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297






■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%
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■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）
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■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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６．今期計画
Plan for FY 2021 Financial Results, Consolidated

■業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項

本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場
動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追
加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます。

【今期計画の前提】

（出店閉店）
ドトール 日レス

新規出店 ５０店 ５０店
退店 ３０店 ５店
*グループ全体で１００店舗程度の出店。

（既存店前年比）
ドトール 日レス

既存店 １１２％ １１０％
*既存店計画は年間平均。
※コロナ前比 ９０％ ８５％

【主要事業会社の計画】

22/2月期 23/2月期
（実績） （計画） 金額 前期比

売上高 66,645 74,888 8,243 112.4%
営業利益 △ 765 719 1,484 -
経常利益 △ 712 789 1,501 -
当期利益 1,035 447 △ 588 -

売上高 38,848 46,114 7,266 118.7%

営業利益 △ 1,549 1,334 2,883 -
経常利益 △ 1,469 1,390 2,859 -
当期利益 △ 209 492 701 -

対前年比

ド
ト
ー

ル

日
レ
ス

（百万円）(\ mil)

金額
Actual

売上比
Ratio

金額
Plan

売上比
Ratio

前年増減額
increase

増減率
%change

109,363 100.0% 124,402 100.0% 15,039 113.8%

64,315 58.8% 73,042 58.7% 8,727 113.6%

66,098 60.4% 70,888 57.0% 4,790 107.2%

人件費
Personal expenses 28,044 25.6% 29,664 23.8% 1,620 105.8%

その他
Other 38,054 34.8% 41,223 33.1% 3,169 108.3%

△ 1,783 -1.6% 2,153 1.7% 3,936 －

営業外収益
Non-operating income 389 0.4% 205 0.2% △ 184 52.7%

営業外費用
Non-operating expense 85 0.1% 79 0.1% △ 6 92.9%

△ 1,478 -1.4% 2,279 1.8% 3,757 －

特別利益
Extraordinary Income 8,067 7.4% 650 0.5% △ 7,417 8.1%

特別損失
Extraordinary Losses 3,160 2.9% 700 0.6% △ 2,460 22.2%

3,428 3.1% 2,229 1.8% △ 1,199 －

1,221 1.1% 920 0.7% △ 301 －

78 100 22 128.2%

4,184 4,250 66 101.6%

4,517 5,120 603 113.3%

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

連結【Consolidated】

2022年2月期
Results of FY 2021

設備投資額
Capital investment

税引前当期純利益
Income before income taxes

親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent

新規出店数
New Stores

減価償却費
Depreciation

2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022

売上高
Net Sales

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

粗利益
Gross Profit


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		-11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		-3.4%		1.0%		-		4.4%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%
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■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)
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																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297






■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		△11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		△3.4%		△1.3%		-		2.1%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%

												178				3





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





貸借対照表

		

														Feb, 2021		Feb, 2022														Feb, 2021		Feb, 2022

				資産の部 シサンブ								Assets								負債の部 フサイブ								Liabilities

						流動資産 リュウドウシサン						Current assets										流動負債 リュウドウフサイ						Current liabilities

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				Cash & Deposits		26,309		34,546								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン				Notes payable & Accounts payable – trade		5,027		5,034

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				Notes & Accounts receivable		6,454		4,998								短期借入金 タンキカリイレキン				Short-term loans payable		470		470

								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン				Merchandise & Finished goods		2,281		2,478								1年以内返済予定の長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				Current portion of long-term borrowings		-　		60

								仕掛品 シカケヒン				Semi-finished goods		101		107								未払法人税 ミバライホウジンゼイ				Income taxes payable		762		1,898

								原材料及び貯蔵品 ゲンザイリョウオヨチョゾウヒン				Raw materials & Supplies		1,572		1,451								賞与引当金 ショウヨヒキアテキン				Provision for bonuses		918		1,051

								その他 タ				Other		7,119		5,622								役員賞与引当金 ヤクインショウヨヒキアテキン				Provision for directors’ bonuses		23		15

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン				Allowance for doubtful accounts		△ 19		△ 22								株主優待引当金 カブヌシユウタイヒキアテキン				Provision for Shareholder benefits		125		134

								流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ				Total Current assets		43,818		49,180								その他 タ				Other		6,587		7,746

						固定資産 コテイシサン						Non-current assets												流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ				Total Current liabilities		13,913		16,409

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				Property, plant and equipment										固定負債 コテイフサイ						Non-current liabilities

										建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ		Buildings & Structures		22,194		21,141								長期借入金 チョウキカリイレキン				Long-term debts		-　		215

										機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング		Machinery & equipment & Vehicles		964		932								リース債務 サイム				Lease obligations		841		794

										土地 トチ		Rand		19,253		19,419								退職給付に係る負債 タイショクキュウフカカフサイ				Net defined benefit liability		2,109		2,215

										リース資産 シサン		Leased assets		3,132		2,277								資産除去債務 シサンジョキョサイム				Asset retirement obligations		2,088		2,221

										その他 タ		Other		1,474		1,326								その他 タ				Otjer		2,294		2,260

										有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ		Total Property, plant and equipment		47,019		45,098								固定負債合計 コテイフサイゴウケイ				Total Non-current liabilities		7,333		7,707

						　		無形固定資産 ムケイコテイシサン				Intangible assets		624		575						負債合計 フサイゴウケイ						Total Liabilities		21,246		24,117

								投資その他の資産 トウシタシサン				Investments and other assets								純資産の部 ジュンシサンブ								Net assets

										投資有価証券 トウシユウカショウケン		Investment securities		569		639						株主資本 カブヌシシホン						Shareholders’ equity

										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン		Deferred assets		1,039		600								資本金 シホンキン				Capital stock		1,000		1,000

										敷金及び保証金 シキキンオヨホショウキン		Lease deposits		20,289		20,592								資本剰余金 シホンジョウヨキン				Capital surplus		16,638		16,638

										退職給付に係る資産 タイショクキュウフカカシサン		Net defined benefit asset		39		28								利益剰余金 リエキジョウヨキン				Retained earnings		78,632		78,792

										その他 タ		Other		1,845		1,511								自己株式 ジコカブシキ				Treasury shares		△ 2,578		△ 2,574

										投資その他の資産合計 トウシタシサンゴウケイ		Total Investments and other assets		23,783		23,372								株主資本合計 カブヌシシホンゴウケイ				Total Shareholders’ equity		93,692		93,856

								固定資産合計 コテイシサンゴウケイ				Total Non-current assets		71,427		69,046						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク						Valuation and translation adjustments

						資産合計 シサンゴウケイ						Total Current assets		115,246		118,227								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				Valuation difference on available-for-sale securities		53		79

																								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				Foreign currency translation adjustment		69		△ 42

																								退職給付に係る調整累計額 タイショクキュウフカカチョウセイルイケイガク				Remeasurements of defined benefit plans		△ 34		△ 36

																								その他の包括利益累計額合計 タホウカツリエキルイケイガクゴウケイ				Total Valuation and translation adjustments		88		0

																						非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン						Minority interests		219		252

																						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ						Total Net assets		94,000		94,109

																				負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ								Total Liabilities & Net assets		115,246		118,227





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				100				22		128.2%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297







７．その他－ SDGｓ
Others- SDGｓ

SDGｓへの取組状況
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８．参考資料
Reference material

貸借対照表 Balance sheet

Feb, 2021 Feb, 2022 Feb, 2021 Feb, 2022

資産の部 Assets 負債の部 Liabil ities

流動資産 Current assets 流動負債 Current l iabi l ities

現金及び預金 Cash & Deposits 26,309 34,546 支払手形及び買掛金 Notes payable & Accounts payable – trade 5,027 5,034

受取手形及び売掛金 Notes & Accounts receivable 6,454 4,998 短期借入金 Short-term loans payable 470 470

商品及び製品 Merchandise & Finished goods 2,281 2,478 1年以内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term borrowings -　 60

仕掛品 Semi-finished goods 101 107 未払法人税 Income taxes payable 762 1,898

原材料及び貯蔵品 Raw materials & Supplies 1,572 1,451 賞与引当金 Provision for bonuses 918 1,051

その他 Other 7,119 5,622 役員賞与引当金 Provision for directors’ bonuses 23 15

貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts △ 19 △ 22 株主優待引当金 Provision for Shareholder benefits 125 134

流動資産合計 Total Current assets 43,818 49,180 その他 Other 6,587 7,746

固定資産 Non-current assets 流動負債合計 Total Current liabilities 13,913 16,409

有形固定資産 Property, plant and equipment 固定負債 Non-current l iabi l ities

建物及び構築物 Buildings & Structures 22,194 21,141 長期借入金 Long-term debts -　 215

機械装置及び運搬具 Machinery & equipment & Vehicles 964 932 リース債務 Lease obligations 841 794

土地 Rand 19,253 19,419 退職給付に係る負債 Net defined benefit liability 2,109 2,215

リース資産 Leased assets 3,132 2,277 資産除去債務 Asset retirement obligations 2,088 2,221

その他 Other 1,474 1,326 その他 Otjer 2,294 2,260

有形固定資産合計 Total Property, plant and equipment 47,019 45,098 固定負債合計 Total Non-current liabilities 7,333 7,707

　 無形固定資産 Intangible assets 624 575 負債合計 Total Liabi l ities 21,246 24,117

投資その他の資産 Investments and other assets 純資産の部 Net assets

投資有価証券 Investment securities 569 639 株主資本 Shareholders’ equity

繰延税金資産 Deferred assets 1,039 600 資本金 Capital stock 1,000 1,000

敷金及び保証金 Lease deposits 20,289 20,592 資本剰余金 Capital surplus 16,638 16,638

退職給付に係る資産 Net defined benefit asset 39 28 利益剰余金 Retained earnings 78,632 78,792

その他 Other 1,845 1,511 自己株式 Treasury shares △ 2,578 △ 2,574

投資その他の資産合計 Total Investments and other assets 23,783 23,372 株主資本合計 Total Shareholders’ equity 93,692 93,856

固定資産合計 Total Non-current assets 71,427 69,046 その他の包括利益累計額 Valuation and translation adjustments

資産合計 Total Current assets 115,246 118,227 その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities 53 79

為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment 69 △ 42

退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of defined benefit plans △ 34 △ 36

その他の包括利益累計額合計 Total Valuation and translation adjustments 88 0

非支配株主持分 Minority interests 219 252

純資産合計 Total Net assets 94,000 94,109
負債純資産合計 Total Liabi l ities & Net assets 115,246 118,227


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2021/2		2022/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		96,141		109,363		13,222		113.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		Operating income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,319		△ 1,783		2,536		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		Ordinary income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 4,177		△ 1,478		2,699		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 10,979		1,221		12,200		-

		一株当り当期純利益 ヒトカブアトウキジュンリエキ		Net income per share		円(\) エン		△ 248.38		27.63		276.01		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,121.04		$2,122.66		1.62		100.1%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$24.00		$26.00		2.00		108.3%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		－		94.1%		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		81.4%		79.4%		-		△2.0%

		自己資本当期純利益率 ジコシホントウキジュンリエキリツ		ROE		（％）		△11.0%		1.3%		-		12.3%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		△3.4%		△1.3%		-		2.1%

										令和3年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2021/2		2022/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		115,246		118,227

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		94,000		94,109

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		45,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,204,426		44,216,070

		営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ エイギョウカツドウ		Operating Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,883		14,637

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,949		△ 4,933

		財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ ザイムカツドウ		Financing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 2,146		△ 1,503

		現金&現金等価物(期末) ゲンキンゲンキントウカブツキマツ		Cash & Cash Equivaients, End of Year				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		26,309		34,546

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,695		4,517

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,513		4,184

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		72		78

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,755		2,783

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和4/2計画
Plan for FY2021 レイワケイカク		令和3年2月期
Result of  FY2020 レイワ				令和4年2月期
Result of FY 2021 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				122,180		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%		△ 12,817		89.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				73,097		55,775		58.0%		64,315		58.8%		8,540		115.3%		△ 8,782		88.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				70,051		60,094		62.5%		66,098		60.4%		6,004		110.0%		△ 3,953		94.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		30,002		25,470		26.5%		28,044		25.6%		2,574		110.1%		△ 1,958		93.5%

				その他
Other ソノタ		40,049		34,624		36.0%		38,054		34.8%		3,430		109.9%		△ 1,995		95.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				3,046		△ 4,319		-4.5%		△ 1,783		-1.6%		2,536		-		△ 4,829		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		213		238		0.2%		389		0.4%		151		163.4%		176		182.6%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		69		96		0.1%		85		0.1%		△ 11		88.5%		16		123.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				3,190		△ 4,177		-4.3%		△ 1,478		-1.4%		2,699		-		△ 4,668		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		2,840		843		0.9%		8,067		7.4%		7,224		956.9%		5,227		284.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		350		5,598		5.8%		3,160		2.9%		△ 2,438		56.4%		2,810		902.9%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				5,680		△ 8,933		-9.3%		3,428		3.1%		12,361		-		△ 2,252		60.4%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				4,374		△ 10,979		-11.4%		1,221		1.1%		12,200		-		△ 3,153		27.9%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				85		72				78				6		108.3%		△ 7		91.8%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,057		4,513				4,184				△ 329		92.7%		127		103.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				5,323		6,695				4,517				△ 2,178		67.5%		△ 806		84.9%

						77.01%		63.09%				35.62%





■事業会社別損益（前年比）

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和4年2月期 レイワ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		27.7%		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		81.6%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		26.0%		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		80.7%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-33.4%		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-22.4%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-16.1%		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		4.4%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,816		100.0%		542		116.6%		336		100.0%		344		100.0%		8		102.4%				3,433		100.0%		3,668		100.0%		235		106.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		1,069		28.0%		297		138.5%		148		44.0%		169		49.1%		21		114.2%				2,017		58.8%		2,160		58.9%		143		107.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		408		12.5%		458		12.0%		50		112.3%		86		25.6%		91		26.5%		5		105.8%				2,054		59.8%		2,115		57.7%		61		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		140		3.7%		12		109.4%		27		8.0%		30		8.7%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,138		31.0%		48		104.4%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		318		8.3%		38		113.6%		59		17.6%		61		17.7%		2		103.4%				964		28.1%		977		26.6%		13		101.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		611		16.0%		247		167.9%		62		18.5%		78		22.7%		16		125.8%				△ 37		-1.1%		45		1.2%		82		-121.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		10		0.3%		4		166.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		613		16.1%		247		167.5%		56		16.7%		73		21.2%		17		130.4%				△ 48		-1.4%		38		1.0%		86		-79.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		4		0.1%		△ 47		7.8%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				3		0.1%		34		0.9%		31		1133.3%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		1		0.0%		△ 21		4.5%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		42		1.1%		36		700.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		616		16.1%		221		155.9%		58		17.3%		73		21.2%		15		125.9%				△ 51		-1.5%		30		0.8%		81		-58.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		399		10.5%		142		155.3%		42		12.5%		47		13.7%		5		111.9%				△ 56		-1.6%		12		0.3%		68		-21.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		22.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		66,645		100.0%		8,069		113.8%		34,198		100.0%		38,848		100.0%		4,650		113.6%				0		0.0%										6,707		100.0%		7,484		100.0%		777		111.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		31,870		47.8%		4,851		118.0%		25,039		73.2%		28,096		72.3%		3,057		112.2%				0		0.0%										2,789		41.6%		3,229		43.1%		440		115.8%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		32,635		49.0%		2,852		109.6%		26,937		78.8%		29,645		76.3%		2,708		110.1%				0		0.0%										2,462		36.7%		2,573		34.4%		111		104.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		11,734		17.6%		1,101		110.4%		12,615		36.9%		13,878		35.7%		1,263		110.0%				0		0.0%										1,218		18.2%		1,278		17.1%		60		104.9%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		20,901		31.4%		1,751		109.1%		14,322		41.9%		15,767		40.6%		1,445		110.1%				0		0.0%										1,244		18.5%		1,295		17.3%		51		104.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,764		-4.7%		△ 765		-1.1%		1,999		-		△ 1,898		-5.6%		△ 1,549		-4.0%		349		-				0		0.0%										327		4.9%		656		8.8%		329		200.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		107		0.2%		29		137.2%		87		0.3%		96		0.2%		9		110.3%				0		0.0%										8		0.1%		12		0.2%		4		150.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		54		0.1%		5		110.2%		9		0.0%		16		0.0%		7		177.8%				0		0.0%										17		0.3%		17		0.2%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,735		-4.7%		△ 712		-1.1%		2,023		-		△ 1,820		-5.3%		△ 1,469		-3.8%		351		-				0		0.0%										318		4.7%		651		8.7%		333		204.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		3,156		4.7%		2,676		657.5%		232		0.7%		4,790		12.3%		4,558		2064.7%				0		0.0%										54		0.8%		38		0.5%		△ 16		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		583		0.9%		△ 2,726		17.6%		2,239		6.5%		2,464		6.3%		225		110.0%				0		0.0%										28		0.4%		43		0.6%		15		153.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		△ 5,564		-9.5%		1,861		2.8%		7,425		-		△ 3,827		-11.2%		857		2.2%		4,684		-				0		0.0%										344		5.1%		646		8.6%		302		187.8%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 6,409		-10.9%		1,035		1.6%		7,444		-		△ 4,797		-14.0%		△ 209		-0.5%		4,588		-				0		0.0%										201		3.0%		411		5.5%		210		204.5%





■事業会社別損益（計画比） 

		22.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期 レイワネンガツキ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		74,977		100.0%		66,645		100.0%		△ 8,332		88.9%		44,602		100.0%		38,848		100.0%		△ 5,754		87.1%				7,828		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		36,914		49.2%		31,870		47.8%		△ 5,044		86.3%		32,863		73.7%		28,096		72.3%		△ 4,767		85.5%				3,398		43.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		35,497		47.3%		32,635		49.0%		△ 2,862		91.9%		31,328		70.2%		29,645		76.3%		△ 1,683		94.6%				2,664		34.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,099		17.5%		11,734		17.6%		△ 1,365		89.6%		15,046		33.7%		13,878		35.7%		△ 1,168		92.2%				1,308		16.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,398		29.9%		20,901		31.4%		△ 1,497		93.3%		16,282		36.5%		15,767		40.6%		△ 515		96.8%				1,356		17.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,417		1.9%		△ 765		-1.1%		△ 2,182		-54.0%		1,535		3.4%		△ 1,549		-4.0%		△ 3,084		-100.9%				734		9.4%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.2%		107		0.2%		△ 14		88.4%		91		0.2%		96		0.2%		5		105.5%				12		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		46		0.1%		54		0.1%		8		117.4%		22		0.0%		16		0.0%		△ 6		72.7%				22		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,492		2.0%		△ 712		-1.1%		△ 2,204		-47.7%		1,604		3.6%		△ 1,469		-3.8%		△ 3,073		-91.6%				724		9.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		1,000		1.3%		3,156		4.7%		2,156		315.6%		1,800		4.0%		4,790		12.3%		2,990		266.1%				38		0.5%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		200		0.3%		583		0.9%		383		291.5%		150		0.3%		2,464		6.3%		2,314		1642.7%				43		0.5%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		2,292		3.1%		1,861		2.8%		△ 431		81.2%		3,254		7.3%		857		2.2%		△ 2,397		26.3%				719		9.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,712		2.3%		1,035		1.6%		△ 677		60.5%		2,566		5.8%		△ 209		-0.5%		△ 2,775		-8.1%				458		5.9%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和4年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和4年2月期				令和4年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2022/2		売上比		2022/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,704		100.0%		3,816		100.0%		112		103.0%		340		100.0%		344		100.0%		4		101.2%				3,500		100.0%		3,668		100.0%		168		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		948		25.6%		1,069		28.0%		121		112.8%		150		44.1%		169		49.1%		19		112.7%				2,060		58.9%		2,160		58.9%		100		104.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		468		12.6%		458		12.0%		△ 10		97.9%		86		25.3%		91		26.5%		5		105.8%				1,980		56.6%		2,115		57.7%		135		106.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		148		4.0%		140		3.7%		△ 8		94.6%		30		8.8%		30		8.7%		0		100.0%				1,080		30.9%		1,138		31.0%		58		105.4%

				その他
Other ソノタ		Other		320		8.6%		318		8.3%		△ 2		99.4%		60		17.6%		61		17.7%		1		101.7%				900		25.7%		977		26.6%		77		108.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		480		13.0%		611		16.0%		131		127.3%		64		18.8%		78		22.7%		14		121.9%				80		2.3%		45		1.2%		△ 35		56.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0		100.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				3		0.1%		10		0.3%		7		333.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		5		1.5%		△ 1		83.3%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		482		13.0%		613		16.1%		131		127.2%		58		17.1%		73		21.2%		15		125.9%				66		1.9%		38		1.0%		△ 28		57.6%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		4		0.1%		4		0.0%		2		0.6%		0		0.0%		△ 2		0.0%				0		0.0%		34		0.9%		34		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				50		1.4%		42		1.1%		△ 8		84.0%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		482		13.0%		616		16.1%		134		127.8%		60		17.6%		73		21.2%		13		121.7%				16		0.5%		30		0.8%		14		187.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		313		8.5%		399		10.5%		86		127.5%		39		11.5%		47		13.7%		8		120.5%				10		0.3%		12		0.3%		2		120.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和4年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		96,141		100.0%		109,363		100.0%		13,222		113.8%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		55,365		57.6%		65,496		59.9%		10,131		118.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		9,666		10.1%		12,751		11.7%		3,085		131.9%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,480		5.7%		6,866		6.3%		1,386		125.3%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		3,257		3.4%		3,849		3.5%		592		118.2%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		9,101		9.5%		10,361		9.5%		1,260		113.8%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				12,053		12.5%		13,145		12.0%		1,092		109.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		11,784		12.3%		14,015		12.8%		2,231		118.9%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,817		2.9%		2,915		2.7%		98		103.5%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,205		1.3%		1,594		1.5%		389		132.3%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		38,522		40.1%		41,799		38.2%		3,277		108.5%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		15,126		15.7%		16,130		14.7%		1,004		106.6%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		23,396		24.3%		25,669		23.5%		2,273		109.7%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,079		2.2%		2,066		1.9%		△ 13		99.4%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		52		0.1%		39		0.0%		△ 13		75.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,867		1.9%		1,911		1.7%		44		102.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		159		0.2%		116		0.1%		△ 43		73.0%

												178				3





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		西新井西口店 ニシアライニシグチミセ		44,258								1		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博多駅筑紫口店 チカテツハカタエキチクシクチミセ		44,262

		2		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府南館店 シンリフミナミカンミセ		44,260								2		ドトールコーヒーショップ		東武浅草地下ｺﾝｺｰｽ店 トウブアサクサチカミセ		44,286

		3		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ蕨錦町店 ワラビニシキチョウミセ		44,265								3		エクセルシオール カフェ		ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ店 ミセ		44,286		RC

		4		ドトールコーヒーショップ		μプラット一宮店 イチノミヤミセ		44,271		RC						4		ドトールコーヒーショップ		松波総合病院店 マツナミソウゴウビョウインミセ		44,302

		5		エクセルシオール カフェ		平河町森タワー店 ヒラカワマチモリミセ		44,284		RC						5		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店 トエイバクロヨコヤマミセ		44,314		拡張 カクチョウ

		6		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ福岡東店 フクオカヒガシミセ		44,286								6		ドトールコーヒーショップ		北仙台駅前店 キタセンダイエキマエミセ		44,316

		7		ドトールコーヒーショップ		島田市立総合医療センター店 シマダシリツソウゴウイリョウミセ		44,322								7		マウカキッチン		赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR店 アカサカミセ		44,316		RC

		8		ドトールコーヒーショップ		名駅サンロード店 ナエキミセ		44,342		RC						8		ドトールコーヒーショップ		Enejet守山店 モリヤマミセ		44,321

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		MITTEN府中店 フチュウミセ		44,344		RC						9		ドトールコーヒーショップ		津田沼北口店 ツダヌマキタグチミセ		44,323

		10		ドトールコーヒーショップ		都営馬喰横山店		44,381		RC						10		ドトールコーヒーショップ		本田技研研究所四輪R&Dｾﾝﾀｰ店 ホンダギケンケンキュウジョヨンリンミセ		44,347

		11		ドトールコーヒーショップ		イオンモール白山店		44,396								11		コロラド		浅草2丁目店 アサクサチョウメミセ		44,347

		12		ドトールコーヒーショップ		アリオ橋本店		44,398								12		カフェラミル		ﾋﾟｰｺｯｸ自由が丘店 ジユウオカミセ		44,347		RC

		13		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA BOOKSTORE藤の木店		44,398								13		エクセルシオール カフェ		淀屋橋店 ヨドヤバシミセ		44,347		RC

		14		ドトールコーヒーショップ		上尾中央総合病院店		44,398								14		ドトールコーヒーショップ		フレスポ東大阪店		44,364

		15		レクセル		流山おおたかの森店		44,405		RC						15		ドトールコーヒーショップ		上野中央通り ウエノチュウオウトオ		44,377

		16		ドトールコーヒーショップ		スーパービバホーム吹田千里丘店		44,412								16		ドトールコーヒーショップ		静岡呉服町店		44,391		RC

		17		ドトールコーヒーショップ		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店		44,425		RC						17		ドトールコーヒーショップ		本郷三丁目東店		44,392		RC

		18		ドトールコーヒーショップ		アピタ新守山店		44,435								18		ドトールコーヒーショップ		TOC有明 アリアケ		44,392		RC

		19		ドトールコーヒーショップ		河口湖ベル店		44,438								19		ドトールコーヒーショップ		渋谷宮益坂上店		44,398

		20		ドトールコーヒーショップ		ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ美原南ｲﾝﾀｰ店 ビハラミナミミセ		44,443								20		ドトールコーヒーショップ		ばんたね病院店		44,407

		21		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		本郷3丁目店 ホンゴウチョウメミセ		44,456		業変 ギョウヘン						21		コロラド		古河駅前店		44,425

		22		ドトールコーヒーショップ		城南信用金庫瀬谷店 ジョウナンシンヨウキンコセヤミセ		44,473								22		コロラド		北千住西口店 キタセンジュニシグチミセ		44,439

		23		ラスール・オーバカナル		ｲｵﾝﾓｰﾙノリタケの森店 モリミセ		44,484		RC						23		ドトールコーヒーショップ		長後店 チョウゴミセ		44,439

		24		ドトールコーヒーショップ		横須賀中央駅前店 ヨコスカチュウオウエキマエミセ		44,501								24		ドトールコーヒーショップ		アミュプラザ鹿児島店		44,439

		25		ドトールコーヒーショップ		松山市駅店 マツヤマシエキミセ		44,512		RC						25		エクセルシオール カフェ		笹塚店 ササヅカミセ		44,439

		26		ドトールコーヒーショップ		自由が丘マリクレール通り店 ジユウオカトオミセ		44,906		RC						26		ドトールコーヒーショップ		豊洲メトロピア店 トヨスミセ		44,456

		27		カフェラミル		アトレ大船店 オオフナミセ		44,908		RC						27		ドトールコーヒーショップ		ﾎﾜｲﾃｨうめだｾﾝﾀｰﾓｰﾙ店 ミセ		44,469

		28		ドトールコーヒーショップ		JR博多駅新幹線店 ハカタエキシンカンセンミセ		44,915		RC						28		ドトールコーヒーショップ		鵜の木店 ウキミセ		44,469

		29		レクセル		ｾﾝﾀｰ北YOTSUBAKO店 キタミセ		44,916		RC						29		ドトールコーヒーショップ		西船橋北口店 ニシフナバシキタグチミセ		44,498

		30		ドトールコーヒーショップ		サカエチカ店 ミセ		44,565		RC						30		ドトールコーヒーショップ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,500

		31		エクセルシオール カフェ		柏駅東口店 カシワエキヒガシグチミセ		44,589		RC						31		ドトールコーヒーショップ		川崎市立多摩病院店 カワサキシリツタマビョウインミセ		44,905

		32		エクセルシオール カフェ		高田馬場駅前店 タカダノババエキマエミセ		44,602		RC						32		ドトールコーヒーショップ		新狭山店 シンサヤマミセ		44,905

		33		エクセルシオール カフェ		笹塚南口店 ササヅカミナミグチミセ		44,620		RC						33		ドトールコーヒーショップ		宇都宮オリオン通り店 ウツノミヤトオミセ		44,919

		34		ドトールコーヒーショップ		城南信用近畿元住吉店 ジョウナンシンヨウキンキモトスミヨシミセ		44,620				備考 ビコウ				34		ドトールコーヒーショップ		シャポー小岩店 コイワミセ		44,592				備考 ビコウ

																35		エクセルシオール カフェ		恵比寿ガーデンプレイス店 エビスミセ		44,592		RC

																36		カフェラミル		自由が丘店 ジユウオカミセ		44,605		RC

		日レス出店 ニチシュッテン														37		ドトールコーヒーショップ		千葉駅東口店 チバエキヒガシグチミセ		44,607		RC

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						38		ドトールコーヒーショップ		森下店 モリシタミセ		44,609

		1		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		青森南佃 アオモリミナミツクダ		44,621		FC						39		ドトールコーヒーショップ		地下鉄金山店 チカテツカナヤマミセ		44,617

		2		洋麺屋五右衛門 メンヤフジゴエモン		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								40		ドトールコーヒーショップ		JR戸畑駅店 トバタエキミセ		44,620

		3		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		藤が丘ｴﾌ オカ		44,257								41		ドトールコーヒーショップ		鶴見西口店 ツルミニシグチミセ		44,620

		4		星乃珈琲店 ノコーヒーテン		ｲｵﾝﾓｰﾙ新利府 シンリフ		44,260				備考 ビコウ														備考 ビコウ

		5		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ大高		44,273

		6		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		浅草 アサクサ		44,274								日レス閉店 ニチヘイテン

		7		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシフジ		ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 ヒロシマフチュウ		44,277										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		8		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ららぽーと豊洲 トヨス		44,281								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		新横浜		44,408				備考 ビコウ

		9		自然食品F&F シゼンショクヒン		麻布十番 アザブジュウバン		44,285				備考 ビコウ				2		浅草食堂		寝屋川		44,571

		10		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞくまもと		44,309								3		F&F		ｺﾋﾟｽ吉祥寺		44,584

		11		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 オカヤマ		44,314								4		OTTO		八重洲地下街		44,619

		12		自然食品F&F シゼンショクヒン		市ヶ谷 イチガヤ		44,321								5		浅草食堂		守山		44,619				備考 ビコウ

		13		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		東松山 ヒガシマツヤマ		44,326		FC						6

		14		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		甲府昭和 コウフショウワ		44,329								7

		15		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		大丸梅田		44,348

		16		星乃珈琲店 ホシノノコーヒーテン		岡山今		44,351								業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

		17		自然食品F&F シゼンショクヒン		麹町		44,355										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		18		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		守谷		44,363								1		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		熊本近見		44,265		先斗入ﾙ

		19		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		守谷		44,363								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤ		高槻		44,266		先斗入ﾙ

		20		Cheeseとはちみつ		名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ		44,368								3		牛たん焼き仙台辺見 ギュウヤセンダイヘンミ		池袋ﾊﾟﾙｺ		44,286		さんるーむ

		21		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		つくば		44,372								4		にんにく屋五右衛門 ヤヤゴエモン		高円寺 コウエンジ		44,298		浅草ﾊﾟｽﾀ

		22		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		つくば		44,372								5		プリンに恋して コイ		ｴｿﾗ池袋 イケブクロ		44,301		ﾁｰｽﾞとはちみつ

		23		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		茨城県立図書館		44,394								6		ｻﾛﾝ卵と私		新宿高島屋		44,529		にんにく屋五右衛門

		24		神乃珈琲 コーヒーカワサキ		代官山		44,407								7		蕎麦いまゐ		自由が丘		12"月"14"日"		La Maison Ｆ

		25		神乃珈琲 ノコーヒー		川崎有馬		44,414								8

		26		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		八重洲地下街		44,424				備考 ビコウ				9

		27		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		八重洲地下街		44,427								10

		28		ｵｰﾊﾞｶﾅﾙ		札幌赤れんがﾃﾗｽ		44,433																		備考 ビコウ

		29		自然食品F&F シゼンショクヒン		成城ｺﾙﾃｨ		44,439								管轄移管 カンカツイカン

		30		Cheeseとはちみつ		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川		44,452										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		31		自然食品F&F		ﾒﾄﾛ・ｴﾑ後楽園		44,461

		32		ｻﾛﾝ卵と私		玉川高島屋		44,467

		33		自然食品F&F		仙川		44,468								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

		34		星乃珈琲店		東戸塚		44,469										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		35		星乃珈琲店		八代西片店		44,473		FC						1

		36		星乃珈琲店		道頓堀		44,491																		備考 ビコウ

		37		星乃珈琲店		那覇オーパ ナハ		44,505		FC						サンメリー閉店 ヘイテン

		38		ｻﾛﾝ卵と私		ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷		44,505										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		39		自然食品F&F		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ		44,510								1		サンメリー		草加新田		44,605		11/30→変更 ヘンコウ

		40		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモンモン		小田急町田		44,547

		41		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテンテン		南大沢		44,550								業態変更(サンメリー)										備考 ビコウ

		42		ﾌﾟﾘﾝに恋して		神戸さんちか		44,545										業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

		43		Cheeseとはちみつ		神戸さんちか		44,575								1		ﾊﾟﾝの田島		柏酒井根		44,536		ｻﾝﾒﾘｰ

		44		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		岡山一番街		44,589

		45														海外閉店 カイガイヘイテン

		46																業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ

																1		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		44,658		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		サンメリー出店														2		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		44,712		台湾 タイワン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ						3		星乃珈琲		Jewel Changi		44,924		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		1

		2

		海外（出店） カイガイ

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		1		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		44,266		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

		2		星乃珈琲		新光三越信義店		44,286		台湾 タイワン

		3		ドトールコーヒーショップ		北外灘来福士商场店		44,387		X&D上海 シャンハイ

		4		星乃珈琲		新光三越天母店		44,581		台湾 タイワン





■新規出店

		

				業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type ギョウタイオヨテンポシュベツ				計画
Plan ケイカク		国内出店
Domestic
Opened コクナイシュッテン				海外出店
Overseas
Opened カイガイシュッテン

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		加盟店 カメイテン				16				0

						直営店 チョクエイテン				8				1

						合計 ゴウケイ				24				1

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				6				0

						合計 ゴウケイ				6				0

				その他
Other タ		加盟店 カメイテン				0				0

						直営店 チョクエイテン				4				1

						合計 ゴウケイ				4				1

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						16				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						18				2

				小計　Sub Total ショウケイ						34				2

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		直営店 チョクエイテン				5				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				2

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				24				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						44				2

				D&N CafeRestaurant		直営店 チョクエイテン				0				0

				Sunmerry's		直営店 チョクエイテン				0				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		78				4

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				82

										国内 コクナイ				海外 カイガイ		合計 ゴウケイ

						直営店 チョクエイテン				58				4		62

						加盟店 カメイテン				20				0		20

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ		22年2月
FY2021 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081		1,074

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877		857

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124		126

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22		20

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40		37

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38		35

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48		49

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293		1,286

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938		913

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200		206

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267		282

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35		39

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210		228

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677		716

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35		39

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41		40

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012		2,043

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973		952

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13		12

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3		4

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24		25

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036		2,068



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		586		263		392		1		41		697		1,283		4		1,287				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		6						7		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		89		49		104						153		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		10						18		39		7		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		43		14		41						55		98		5		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		929		360		654		1		41		1,056		1,985		36		2,021

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		849		396		1		41		1,287				1,287								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		15		0		0		37				37

				関西 カンサイ		138		105		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		17		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		46		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,289		690		1		41		2,021				2,021

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		582		265		402		1		41		709		1,291		4		1,295				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		13		72						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		105						155		243		1		244				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		11						19		40		7		47				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		925		362		668		1		41		1,072		1,997		36		2,033

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		847		406		1		41		1,295				1,295								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		79		79		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		106		0		0		244				244

				中国 チュウゴク		29		18		0		0		47				47

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		46		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,287		704		1		41		2,033				2,033

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		3		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		579		267		407		1		40		715		1,294		4		1,298				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		66		14		71						85		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		107						157		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		21		8		14						22		43		7		50				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		14		41						55		97		6		103				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		921		367		677		1		40		1,085		2,006		37		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		13		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		846		411		1		40		1,298				1,298								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		108		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		29		21		0		0		50				50

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		47		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,288		714		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2022.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		74		7		10						17		91		4		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		574		270		407		1		40		718		1,292		4		1,296				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井④星乃東松山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイホシノヒガシマツヤマ

				中部 チュウブ		65		15		71						86		151		7		158				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1		6						7		30		9		39				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		88		50		109						159		247		1		248				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		20		9		12						21		41		7		48				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		5		2		2						4		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		41		15		41						56		97		7		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保⑥星乃八代西片 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナホシノ

				合計 ゴウケイ		913		373		677		1		40		1,091		2,004		39		2,043

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		81		14		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		844		411		1		40		1,296				1,296								蕨･石神井･成増･柏・上板橋 ワラビシャクジイナリマスカシワカミイタバシ

				中部 チュウブ		80		78		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		24		15		0		0		39				39

				関西 カンサイ		138		110		0		0		248				248

				中国 チュウゴク		29		19		0		0		48				48

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		48		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,286		716		1		40		2,043				2,043

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2						Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740						2021/4/7閉店 ヘイテン

						2		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		AUX BACCHANALES		Plaza Singapure		475				*		2021/3/31OP

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12						Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi								2021/12/29閉店 ヘイテン

		13				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン						ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280						2021/5/31閉店 ヘイテン

						1				星乃珈琲		新光三越南西店						*		2019/9/16OP

						2				星乃珈琲		新光三越信義店						*		2021/3/31OP

		15				3				星乃珈琲		新光三越天母店						*		2022/1/20OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		北外灘ラフルーズシティ店 キタソトナンテン						*		2021/7/9OP

		24		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		25				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





貸借対照表

		

														Feb, 2021		Feb, 2022														Feb, 2021		Feb, 2022

				資産の部 シサンブ								Assets								負債の部 フサイブ								Liabilities

						流動資産 リュウドウシサン						Current assets										流動負債 リュウドウフサイ						Current liabilities

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				Cash & Deposits		26,309		34,546								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン				Notes payable & Accounts payable – trade		5,027		5,034

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				Notes & Accounts receivable		6,454		4,998								短期借入金 タンキカリイレキン				Short-term loans payable		470		470

								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン				Merchandise & Finished goods		2,281		2,478								1年以内返済予定の長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				Current portion of long-term borrowings		-　		60

								仕掛品 シカケヒン				Semi-finished goods		101		107								未払法人税 ミバライホウジンゼイ				Income taxes payable		762		1,898

								原材料及び貯蔵品 ゲンザイリョウオヨチョゾウヒン				Raw materials & Supplies		1,572		1,451								賞与引当金 ショウヨヒキアテキン				Provision for bonuses		918		1,051

								その他 タ				Other		7,119		5,622								役員賞与引当金 ヤクインショウヨヒキアテキン				Provision for directors’ bonuses		23		15

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン				Allowance for doubtful accounts		△ 19		△ 22								株主優待引当金 カブヌシユウタイヒキアテキン				Provision for Shareholder benefits		125		134

								流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ				Total Current assets		43,818		49,180								その他 タ				Other		6,587		7,746

						固定資産 コテイシサン						Non-current assets												流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ				Total Current liabilities		13,913		16,409

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				Property, plant and equipment										固定負債 コテイフサイ						Non-current liabilities

										建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ		Buildings & Structures		22,194		21,141								長期借入金 チョウキカリイレキン				Long-term debts		-　		215

										機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング		Machinery & equipment & Vehicles		964		932								リース債務 サイム				Lease obligations		841		794

										土地 トチ		Rand		19,253		19,419								退職給付に係る負債 タイショクキュウフカカフサイ				Net defined benefit liability		2,109		2,215

										リース資産 シサン		Leased assets		3,132		2,277								資産除去債務 シサンジョキョサイム				Asset retirement obligations		2,088		2,221

										その他 タ		Other		1,474		1,326								その他 タ				Otjer		2,294		2,260

										有形固定資産合計 ユウケイコテイシサンゴウケイ		Total Property, plant and equipment		47,019		45,098								固定負債合計 コテイフサイゴウケイ				Total Non-current liabilities		7,333		7,707

						　		無形固定資産 ムケイコテイシサン				Intangible assets		624		575						負債合計 フサイゴウケイ						Total Liabilities		21,246		24,117

								投資その他の資産 トウシタシサン				Investments and other assets								純資産の部 ジュンシサンブ								Net assets

										投資有価証券 トウシユウカショウケン		Investment securities		569		639						株主資本 カブヌシシホン						Shareholders’ equity

										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン		Deferred assets		1,039		600								資本金 シホンキン				Capital stock		1,000		1,000

										敷金及び保証金 シキキンオヨホショウキン		Lease deposits		20,289		20,592								資本剰余金 シホンジョウヨキン				Capital surplus		16,638		16,638

										退職給付に係る資産 タイショクキュウフカカシサン		Net defined benefit asset		39		28								利益剰余金 リエキジョウヨキン				Retained earnings		78,632		78,792

										その他 タ		Other		1,845		1,511								自己株式 ジコカブシキ				Treasury shares		△ 2,578		△ 2,574

										投資その他の資産合計 トウシタシサンゴウケイ		Total Investments and other assets		23,783		23,372								株主資本合計 カブヌシシホンゴウケイ				Total Shareholders’ equity		93,692		93,856

								固定資産合計 コテイシサンゴウケイ				Total Non-current assets		71,427		69,046						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク						Valuation and translation adjustments

						資産合計 シサンゴウケイ						Total Current assets		115,246		118,227								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				Valuation difference on available-for-sale securities		53		79

																								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				Foreign currency translation adjustment		69		△ 42

																								退職給付に係る調整累計額 タイショクキュウフカカチョウセイルイケイガク				Remeasurements of defined benefit plans		△ 34		△ 36

																								その他の包括利益累計額合計 タホウカツリエキルイケイガクゴウケイ				Total Valuation and translation adjustments		88		0

																						非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン						Minority interests		219		252

																						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ						Total Net assets		94,000		94,109

																				負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ								Total Liabilities & Net assets		115,246		118,227





■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2022年2月期
Results of FY 2021 ネンガツキ				2023年(令和5年）2月期
Results of FY 2022 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 1,783		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 1,478		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				2,650		3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		－

		新規出店数
New Stores				23		78				85				7		109.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,184				4,250				66		101.6%

		設備投資額
Capital investment				2,700		4,517				5,120				603		113.3%

								0				2





■決算予想

		

								22/2月期 ガツキ		23/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		66,645		74,888		8,243		112.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 765		719		1,484		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 712		789		1,501		-

						当期利益 トウキリエキ		1,035		447		△ 588		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		38,848		46,114		7,266		118.7%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,549		1,334		2,883		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,469		1,390		2,859		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 209		492		701		-





■事業会社別通期計画

		2023.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和4年2月期 レイワネンガツキ				令和5年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比 ウリアゲヒ		2023/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		66,645		100.0%		74,888		100.0%		8,243		112.4%		38,848		100.0%		46,114		100.0%		7,266		118.7%				109,363		100.0%		124,402		100.0%		15,039		113.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		31,870		47.8%		36,449		48.7%		4,579		114.4%		28,096		72.3%		32,693		70.9%		4,597		116.4%				64,315		58.8%		73,042		58.7%		8,727		113.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,635		49.0%		35,729		47.7%		3,094		109.5%		29,645		76.3%		31,359		68.0%		1,714		105.8%				66,098		60.4%		70,888		57.0%		4,790		107.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		11,734		17.6%		13,639		18.2%		1,905		116.2%		13,878		35.7%		15,224		33.0%		1,346		109.7%				28,044		25.6%		29,664		23.8%		1,620		105.8%

				その他
Other ソノタ		Other		20,901		31.4%		22,089		29.5%		1,188		105.7%		15,767		40.6%		16,134		35.0%		367		102.3%				38,054		34.8%		41,223		33.1%		3,169		108.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(765)		-1.1%		719		1.0%		1,484		-94.0%		(1,549)		-4.0%		1,334		2.9%		2,883		-86.1%				(1,783)		-1.6%		2,153		1.7%		3,936		-120.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		107		0.2%		123		0.2%		16		115.0%		96		0.2%		81		0.2%		△ 15		84.4%				389		0.4%		205		0.2%		△ 184		52.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		54		0.1%		54		0.1%		0		100.0%		16		0.0%		25		0.1%		9		156.3%				85		0.1%		79		0.1%		△ 6		92.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(712)		-1.1%		789		1.1%		1,501		-110.8%		(1,469)		-3.8%		1,390		3.0%		2,859		-94.6%				(1,478)		-1.4%		2,279		1.8%		3,757		-154.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		3,156		4.7%		350		0.5%		△ 2,806		11.1%		4,790		12.3%		300		0.7%		△ 4,490		6.3%				8,067		7.4%		650		0.5%		△ 7,417		8.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		583		0.9%		300		0.4%		△ 283		51.5%		2,464		6.3%		400		0.9%		△ 2,064		16.2%				3,160		2.9%		700		0.6%		△ 2,460		22.2%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		1,861		2.8%		839		1.1%		△ 1,022		45.1%		857		2.2%		1,290		2.8%		433		150.5%				3,428		3.1%		2,229		1.8%		△ 1,199		65.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,035		1.6%		447		0.6%		△ 588		43.2%		(209)		-0.5%		492		1.1%		701		-235.4%				1,221		1.1%		920		0.7%		△ 301		75.3%

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

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和4年2月期				令和5年2月期				前期比				令和4年2月期				令和5年2月期				前期比						令和4年2月期				令和5年2月期				前期比

								2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率		2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率				2022/2		売上比		2023/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,816		100.0%		3,931		100.0%		115		103.0%		344		100.0%		350		100.0%		6		101.7%				3,668		100.0%		3,500		100.0%		△ 168		95.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,069		28.0%		1,011		25.7%		△ 58		94.6%		169		49.1%		165		47.1%		△ 4		97.6%				2,160		58.9%		2,060		58.9%		△ 100		95.4%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		458		12.0%		473		12.0%		15		103.3%		91		26.5%		86		24.6%		△ 5		94.5%				2,115		57.7%		1,980		56.6%		△ 135		93.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		140		3.7%		145		3.7%		5		103.6%		30		8.7%		30		8.6%		0		100.0%				1,138		31.0%		1,080		30.9%		△ 58		94.9%

				その他
Other ソノタ		Other		318		8.3%		328		8.3%		10		103.1%		61		17.7%		60		17.1%		△ 1		98.4%				977		26.6%		900		25.7%		△ 77		92.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		611		16.0%		538		13.7%		△ 73		88.1%		78		22.7%		79		22.6%		1		101.3%				45		1.2%		80		2.3%		35		177.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				10		0.3%		3		0.1%		△ 7		30.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				5		1.5%		6		1.7%		1		120.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		613		16.1%		540		13.7%		△ 73		88.1%		73		21.2%		73		20.9%		0		100.0%				38		1.0%		66		1.9%		28		173.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		4		0.1%		0		0.0%		△ 4				0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				34		0.9%		0		0.0%		△ 34

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		0		0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				42		1.1%		50		1.4%		8

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		616		16.1%		540		13.7%		△ 76		87.7%		73		21.2%		75		21.4%		2		102.7%				30		0.8%		16		0.5%		△ 14		53.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		399		10.5%		351		8.9%		△ 48		88.0%		47		13.7%		49		13.9%		2		103.7%				12		0.3%		10		0.3%		△ 2		86.7%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)
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																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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