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１.平成30年（’18）2月期 第２四半期決算業績サマリー【連結】 
  （平成29年3月～平成29年8月） 1st Half of FY 2017,Consolidated （summary） 

平成28年8月期 平成29年8月期 前期比

2016/8 2017/8 増減額 増減率

実績 実績 ( increase) (%change)

売上高 Net Sales 百万円(\ mil) 63,721 66,992 3,271 105.1%

営業利益 Operating income 百万円(\ mil) 5,905 6,334 429 107.3%

経常利益 Ordinary income 百万円(\ mil) 5,884 6,348 464 107.9%

親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income 百万円(\ mil) 3,418 4,028 610 117.8%

一株当り当期純利益 Net income per share 円(\) ¥71.21 ¥84.83 13.62 119.1%

一株当り当期自己資本 Stockholders' equity per share 円(\) ¥2,044.55 ¥2,159.88 115.33 105.6%

一株当り配当金 Dividends per share 円(\) ¥15.00 ¥16.00 1.00 106.7%

配当性向 Pay out ratio （％） - - － -

自己資本比率 Shareholders' equity ratio （％） 78.7% 79.4% － 100.9%

自己資本当期純利益率 ROE （％） - - － -

総資本当期純利益率 ROA （％） - - － -

平成28年8月期

2016/8

総資産 Total Assets 百万円(\mil) 123,358

純資産 Shareholder' Equity 百万円(\mil) 97,179

期末発行済株式数 Number of shares outstanding as of year-end 千株(in thousand) 50,609,761

期中平均株式数 Average number of shares outstanding 千株(in thousand) 48,007,250

営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Operating Activities 百万円(\ mil) 3,240

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Investing Activities 百万円(\ mil) △ 2,577

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Financing Activities 百万円(\ mil) △ 2,359

現金&現金等価物(期末) Cash & Cash Equivaients, End of Year 百万円(\ mil) 35,084

設備投資 Capital Expenditures 百万円(\mil) 2,916

減価償却費 Depreciation 百万円(\mil) 2,065

新規出店数 Number of New Open Shops 店 45

社員数 Number of Employees 人 2,744

47,489,491

5,549

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

平成29年8月期

2017/8

129,193

102,677

50,609,761

2,101

43

2,811

△ 2,645

△ 1,063

39,260

3,066


■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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$16.00		1.00		106.7%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240		5,549

		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		△ 2,577		△ 2,645

		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		△ 2,359		△ 1,063

		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		35,084		39,260

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		3,066

		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		2,065		2,101

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		43

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





■主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		親会社株主に帰属する四半期純利益
Net income オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%		△ 1		97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%		△ 119		94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%		△ 164		94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





■主要事業会社損益②

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,435		100.0%		4,417		100.0%		△ 18		99.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,773		40.0%		1,779		40.3%		6		100.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,314		29.6%		1,354		30.7%		40		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				654		14.7%		651		14.7%		△ 3		99.5%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				660		14.9%		703		15.9%		43		106.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				459		10.3%		423		9.6%		△ 36		92.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				10		0.2%		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		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.8%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				458		10.3%		418		9.5%		△ 40		91.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				12		0.3%		1		0.0%		△ 11		-

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				446		10.1%		417		9.4%		△ 29		93.5%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				307		6.9%		281		6.4%		△ 26		91.5%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





■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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%		39,835		59.5%		907		102.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%		8,269		12.3%		379		104.8%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%		5,111		7.6%		52		101.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%		2,065		3.1%		△ 167		92.5%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%		6,758		10.1%		△ 345		95.1%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%		7,275		10.9%		352		105.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%		7,422		11.1%		622		109.1%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%		338		0.5%		△ 57		85.6%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%		1,686		2.5%		△ 16		99.1%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%		906		1.4%		87		110.6%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%		25,387		37.9%		2,482		110.8%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%		10,982		16.4%		157		101.5%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%		14,404		21.5%		2,325		119.2%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%		1,770		2.6%		△ 117		93.8%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%		52		0.1%		15		140.5%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%		1,210		1.8%		1		100.1%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%		507		0.8%		△ 133		79.2%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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２.平成30年2月期 第2四半期業績【連結】 
   （平成29年3月～平成29年8月） 1st Half of FY 2017,Consolidated 

売上高のポイント 

粗利＆一般管理費のポイント 

特別損益のポイント 
 

＜特別利益＞ 
有価証券売却益  106百万円 
その他    24百万円 
 

＜特別損失＞ 
固定資産除却損        12百万円 
減損損失  306百万円 
その他      1百万円 

* グループ全体の販管費は、想定範囲の 
 推移で進捗。一人一人の人件費増加も 
 シフトコントロールなどで効率化を推進。 
   

17/3～17/8月累計 
既存店前年比 
  売上高 客数 
ドトール 101.5％  100.8％ 
日レス   98.4％    97.5％ 
  

* ドトール、日レスともに、既存店の前年比 
 は当初計画（101％/98％）を上回る実績。 
 季節ごとの国産素材限定商品などがお客 
 様にご支持頂け、順調な推移。 
 

* 卸売事業の売上が引き続き堅調に推移 
 したことにより、売上増加。 

（百万円）(\ mil)

2018/2月期
計画
Plan for

2Q FY17

金額
Actual

金額
Actual

売上比
Ratio

金額
Actual

売上比
Ratio

前年増減額
increase

前年同期比

vs  Prev.
計画比

vs Budget

65,194 63,721 100.0% 66,992 100.0% 3,271 105.1% 102.8%

39,062 38,665 60.7% 39,581 59.1% 916 102.4% 101.3%

33,067 32,760 51.4% 33,247 49.6% 487 101.5% 100.5%

人件費
Personal expenses 14,273 13,966 21.9% 14,467 21.6% 501 103.6% 101.4%

その他
Other 18,794 18,794 29.5% 18,780 28.0% △ 14 99.9% 99.9%

5,995 5,905 9.3% 6,334 9.5% 429 107.3% 105.7%

営業外収益
Non-operating income 126 127 0.2% 95 0.1% △ 32 74.8% 75.4%

営業外費用
Non-operating expense 31 147 0.2% 81 0.1% △ 66 55.1% 261.3%

6,089 5,884 9.2% 6,348 9.5% 464 107.9% 104.3%

特別利益
Extraordinary Income 55 0.1% 130 0.2% 75 236.4% #DIV/0!

特別損失
Extraordinary Losses 349 313 0.5% 319 0.5% 6 101.9% 91.4%

5,740 5,625 8.8% 6,159 9.2% 534 109.5% 107.3%

3,481 3,418 5.4% 4,028 6.0% 610 117.8% 115.7%

44 45 43 △ 2 95.6% 97.7%

2,220 2,065 2,101 36 101.7% 94.6%

3,230 2,916 3,066 150 105.1% 94.9%

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

減価償却費
Depreciation

設備投資額
Capital investment

2017年2月期
第2四半期実績

Results of

2 Quarter,FY 2016

2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績

Resu l ts  o f  2  Quarter, FY 2017

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

第2四半期連結【Consolidated】

新規出店数
New Stores

親会社株主に帰属する四半期純利益
Net income

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes

売上高
Net Sales


■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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$16.00		1.00		106.7%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240		5,549

		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		△ 2,577		△ 2,645

		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		△ 2,359		△ 1,063

		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		35,084		39,260

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		3,066

		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		2,065		2,101

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		43

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





■主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		親会社株主に帰属する四半期純利益
Net income オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%		△ 1		97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%		△ 119		94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%		△ 164		94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





■主要事業会社損益②

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,435		100.0%		4,417		100.0%		△ 18		99.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,773		40.0%		1,779		40.3%		6		100.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,314		29.6%		1,354		30.7%		40		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				654		14.7%		651		14.7%		△ 3		99.5%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				660		14.9%		703		15.9%		43		106.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				459		10.3%		423		9.6%		△ 36		92.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				10		0.2%		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		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.8%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				458		10.3%		418		9.5%		△ 40		91.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				12		0.3%		1		0.0%		△ 11		-

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				446		10.1%		417		9.4%		△ 29		93.5%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				307		6.9%		281		6.4%		△ 26		91.5%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





■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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%		39,835		59.5%		907		102.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%		8,269		12.3%		379		104.8%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%		5,111		7.6%		52		101.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%		2,065		3.1%		△ 167		92.5%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%		6,758		10.1%		△ 345		95.1%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%		7,275		10.9%		352		105.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%		7,422		11.1%		622		109.1%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%		338		0.5%		△ 57		85.6%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%		1,686		2.5%		△ 16		99.1%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%		906		1.4%		87		110.6%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%		25,387		37.9%		2,482		110.8%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%		10,982		16.4%		157		101.5%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%		14,404		21.5%		2,325		119.2%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%		1,770		2.6%		△ 117		93.8%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%		52		0.1%		15		140.5%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%		1,210		1.8%		1		100.1%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%		507		0.8%		△ 133		79.2%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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＊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（参考） 
         1st Half of FY 2017, Non-Consolidated 

2016/8 売上比 2017/8 売上比 増減額 増減率 2016/8 売上比 2017/8 売上比 増減額 増減率 2016/8 売上比 2017/8 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

39,702 100.0% 42,238 100.0% 2,536 106.4% 21,523 100.0% 22,260 100.0% 737 103.4% 4,435 100.0% 4,417 100.0% △ 18 99.6%

19,954 50.3% 20,376 48.2% 422 102.1% 16,155 75.1% 16,596 74.6% 441 102.7% 1,773 40.0% 1,779 40.3% 6 100.3%

17,400 43.8% 17,313 41.0% △ 87 99.5% 13,133 61.0% 13,826 62.1% 693 105.3% 1,314 29.6% 1,354 30.7% 40 103.0%

人件費
Personal expenses 6,211 15.6% 6,245 14.8% 34 100.5% 6,368 29.6% 6,759 30.4% 391 106.1% 654 14.7% 651 14.7% △ 3 99.5%

その他
Other 11,189 28.2% 11,068 26.2% △ 121 98.9% 6,765 31.4% 7,066 31.7% 301 104.4% 660 14.9% 703 15.9% 43 106.5%

2,554 6.4% 3,062 7.2% 508 119.9% 3,022 14.0% 2,770 12.4% △ 252 91.7% 459 10.3% 423 9.6% △ 36 92.2%

営業外収益
Non-operating income 57 0.1% 52 0.1% △ 5 91.2% 59 0.3% 38 0.2% △ 21 64.4% 10 0.2% 3 0.1% △ 7 30.0%

営業外費用
Non-operating expense 30 0.1% 29 0.1% △ 1 96.7% 8 0.0% 8 0.0% 0 100.0% 11 0.2% 9 0.2% △ 2 81.8%

2,581 6.5% 3,085 7.3% 504 119.5% 3,073 14.3% 2,800 12.6% △ 273 91.1% 458 10.3% 418 9.5% △ 40 91.3%

特別利益
Extraordinary Income 4 0.0% 23 0.1% 19 575.0% 53 0.2% 107 0.5% 54 201.9% 0 0.0% 0 0.0% △ 0 -

特別損失
Extraordinary Losses 241 0.6% 228 0.5% △ 13 94.6% 44 0.2% 76 0.3% 32 172.7% 12 0.3% 1 0.0% △ 11 -

2,344 5.9% 2,880 6.8% 536 122.9% 3,082 14.3% 2,831 12.7% △ 251 91.9% 446 10.1% 417 9.4% △ 29 93.5%

1,456 3.7% 1,920 4.5% 464 131.9% 1,928 9.0% 1,848 8.3% △ 80 95.9% 307 6.9% 281 6.4% △ 26 91.5%

ドトールコーヒー
Doutor Coffee

日本レストランシステム
Nippon Restaurant System

平成29年2月期 平成30年2月期 前期比 平成29年2月期 平成30年2月期 前期比

売上高
Net Sales

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative

expenses

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

税引前当期純利益
Income before income taxes

四半期純利益
Net income

Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計

平成29年2月期 平成30年2月期 前期比


■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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$16.00		1.00		106.7%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240		5,549

		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		△ 2,577		△ 2,645

		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		△ 2,359		△ 1,063

		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		35,084		39,260

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		3,066

		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		2,065		2,101

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		43

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





■主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		親会社株主に帰属する四半期純利益
Net income オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%		△ 1		97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%		△ 119		94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%		△ 164		94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





■主要事業会社損益②

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,435		100.0%		4,417		100.0%		△ 18		99.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,773		40.0%		1,779		40.3%		6		100.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,314		29.6%		1,354		30.7%		40		103.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				654		14.7%		651		14.7%		△ 3		99.5%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				660		14.9%		703		15.9%		43		106.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				459		10.3%		423		9.6%		△ 36		92.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				10		0.2%		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		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.8%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				458		10.3%		418		9.5%		△ 40		91.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				12		0.3%		1		0.0%		△ 11		-

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				446		10.1%		417		9.4%		△ 29		93.5%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				307		6.9%		281		6.4%		△ 26		91.5%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





■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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%		39,835		59.5%		907		102.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%		8,269		12.3%		379		104.8%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%		5,111		7.6%		52		101.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%		2,065		3.1%		△ 167		92.5%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%		6,758		10.1%		△ 345		95.1%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%		7,275		10.9%		352		105.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%		7,422		11.1%		622		109.1%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%		338		0.5%		△ 57		85.6%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%		1,686		2.5%		△ 16		99.1%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%		906		1.4%		87		110.6%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%		25,387		37.9%		2,482		110.8%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%		10,982		16.4%		157		101.5%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%		14,404		21.5%		2,325		119.2%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%		1,770		2.6%		△ 117		93.8%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%		52		0.1%		15		140.5%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%		1,210		1.8%		1		100.1%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%		507		0.8%		△ 133		79.2%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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４．売上高の概要【連結】 
             Net Sales, Consolidated 

*  ドトールコーヒーの既存店は、国産素材を 
  使用した新商品などが好調に推移すると 
  ともに、ドトールバリューカード（プリペイド 
  式）によるお客様の利用頻度増加により、 
  計画以上で進捗。 
  
*  日本レストランシステムの既存店は、当初 
  計画通りで進捗。 

  全店売上は星乃珈琲店の継続した新規 
  出店により増加。 
 
* D&Nカフェレストラン及びサンメリーは、 
 店舗数減少による売上微減も、既存店 
 は順調に推移。 
 
* 海外は、店舗数増加による売上増。 
 
* 一般卸売上 
 

 コーヒー卸では、積極的な新商品の投入 
 と取引先の拡大により、売上高は継続的 
 に増加傾向で推移。 
 
  
  
  

（百万円）(\ mil)

2017/2 売上比 2018/2 売上比 増減額 増減率

２Q実績 Ratio ２Q実績 Ratio increase %change

63,721 100.0% 66,992 100.0% 3,271 105.1%

38,928 61.1% 39,835 59.5% 907 102.3%

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop 7,890 12.4% 8,269 12.3% 379 104.8%

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe 5,059 7.9% 5,111 7.6% 52 101.0%

その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor) 2,232 3.5% 2,065 3.1% △ 167 92.5%

洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon 7,103 11.1% 6,758 10.1% △ 345 95.1%

星乃珈琲店
Hoshino Coffee 6,923 10.9% 7,275 10.9% 352 105.1%

その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) 6,800 10.7% 7,422 11.1% 622 109.1%

D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores 395 0.6% 338 0.5% △ 57 85.6%

サンメリー直営店
Sunmerry's Stores 1,702 2.7% 1,686 2.5% △ 16 99.1%

海外直営店
Overseas Stores 819 1.3% 906 1.4% 87 110.6%

22,905 35.9% 25,387 37.9% 2,482 110.8%

ＦＣ向卸売上
Sales to FC 10,825 17.0% 10,982 16.4% 157 101.5%

一般卸売上
Sales to others 12,079 19.0% 14,404 21.5% 2,325 119.2%

1,887 3.0% 1,770 2.6% △ 117 93.8%

加盟金収入
Participation Sales 37 0.1% 52 0.1% 15 140.5%

ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales 1,209 1.9% 1,210 1.8% 1 100.1%

店舗設計等収入
Stores　Design 640 1.0% 507 0.8% △ 133 79.2%

その他の営業収入
Other Sales

卸売り
Whole Sales

直営店
Directly Managed Stores

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

平成30年2月期 前期比

売上高
Net Sales

平成29年2月期


■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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$16.00		1.00		106.7%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240		5,549

		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		△ 2,577		△ 2,645

		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		△ 2,359		△ 1,063

		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		35,084		39,260

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		3,066

		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		2,065		2,101

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		43

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





■主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		親会社株主に帰属する四半期純利益
Net income オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%		△ 1		97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%		△ 119		94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%		△ 164		94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





■主要事業会社損益②

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

										HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

										平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

										2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,435		100.0%		4,417		100.0%		△ 18		99.6%

				粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,773		40.0%		1,779		40.3%		6		100.3%

				販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,314		29.6%		1,354		30.7%		40		103.0%

						人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				654		14.7%		651		14.7%		△ 3		99.5%

						その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				660		14.9%		703		15.9%		43		106.5%

				営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				459		10.3%		423		9.6%		△ 36		92.2%

						営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				10		0.2%		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		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.8%

				経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				458		10.3%		418		9.5%		△ 40		91.3%

						特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		-

						特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				12		0.3%		1		0.0%		△ 11		-

				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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				446		10.1%		417		9.4%		△ 29		93.5%

				四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				307		6.9%		281		6.4%		△ 26		91.5%

																																（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

										平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

										2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

				粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

				販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

						人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

						その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

				営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

						営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

						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%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

				経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

						特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

				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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

				当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





■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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%		39,835		59.5%		907		102.3%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%		8,269		12.3%		379		104.8%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%		5,111		7.6%		52		101.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%		2,065		3.1%		△ 167		92.5%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%		6,758		10.1%		△ 345		95.1%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%		7,275		10.9%		352		105.1%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%		7,422		11.1%		622		109.1%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%		338		0.5%		△ 57		85.6%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%		1,686		2.5%		△ 16		99.1%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%		906		1.4%		87		110.6%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%		25,387		37.9%		2,482		110.8%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%		10,982		16.4%		157		101.5%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%		14,404		21.5%		2,325		119.2%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%		1,770		2.6%		△ 117		93.8%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%		52		0.1%		15		140.5%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%		1,210		1.8%		1		100.1%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%		507		0.8%		△ 133		79.2%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ				平成30年2月期								計画比 ケイカクヒ						平成30年2月期								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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		2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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				2017/8		売上比 ウリアゲヒ		2017/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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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 ５店舗  
北海道 ：     42店舗 
 

東北 ：     94店舗 
 
 
 

関東 ：  1,259店舗 
 
 
 

中部 ：   156店舗 

                  
 
信越・北陸 ：  29店舗 
 

 

関西 ： 236店舗 
 

 

中国 ：  39店舗 
 

 

四国 ：    9店舗 
 

 

九州・沖縄 ：  99店舗 

☆地域別店舗数（国内） 

グループ内業態変更は、閉店及び新店でカウントしております。 

14年2月
FY2013

15年2月
FY2014

16年2月
FY2015

17年02月
FY2016

17年08月
FY2017

全店 1,095 1,108 1,105 1,123 1,126
（うちＦＣ） 938 933 919 927 934

全店 137 133 131 124 123
（うちＦＣ） 31 29 27 27 27

全店 70 68 66 59 56
（うちＦＣ） 68 66 63 57 54

全店 53 50 46 43 42
（うちＦＣ） 4 4 3 3 3

全店 1,355 1,359 1,348 1,349 1,347
（うちＦＣ） 1,041 1,032 1,012 1,014 1,018

全店 203 205 206 193 189
（うちＦＣ） 4 6 3 3 1

全店 87 128 161 184 191
（うちＦＣ） 1 5 7 14 15

その他
Other

164 167 169 186 188

全店 454 500 536 563 568
（うちＦＣ） 5 11 10 17 16

全店 42 37 35 36 39
（うち星乃珈琲） 4 4 4 4 4
全店 10 10 9 10 8
（うち星乃珈琲） 1 1 1 1 2

全店 1,861 1,906 1,928 1,959 1,963
（うちＦＣ） 1,046 1,043 1,022 1,031 1,034

シンガポール 15 16 12 10 11
マレーシア 0 0 0 3 4
上海 4 3 0 0 0
台湾 4 4 4 4 3
韓国 1 1 1 1 1
ﾌｨﾘﾋ ﾟﾝ(FC) 1 0 0 0 0
香港 2 2 2 2 2

海外　計 27 26 19 20 21

全店 1,888 1,932 1,947 1,979 1,984
（うちＦＣ） 1,047 1,043 1,022 1,031 1,034

サンメリー
Sunmerry's

日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub  To tal

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

D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant

洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon

0

その他
Others

ドトールコーヒー小計
Douto r Sub  To tal

星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop

ホールディングス総合計
HD Total

0 0 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

プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee & Tea

全店

業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type

国内出店
Domes t i c

Opened

海外出店
Overseas

Opened

ドトールコーヒーショップ 加盟店 20 1
直営店 2 0
合計 22 1

エクセルシオール　カフェ 加盟店 0 0
直営店 2 0
合計 2 0

その他 加盟店 0 0
直営店 2 0
合計 2 0

加盟店合計　FC Total 20 1
直営店合計　RC Total 6 0
小計　Sub  To tal 26 1

洋麺屋　五右衛門 直営店 1 0
加盟店 0 0

星乃珈琲店 直営店 6 1
加盟店 1 0

その他 直営店 4 0
加盟店 0 0

小計　Sub  To tal 12 1

D&N CafeRestaurant 直営店 0 0

Sunmerry's 直営店 3 0

Premium Coffee &Tea 直営店 0 0

合計 41 2

新規出店総合計 43


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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$15.00		0.00		100.0%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240

		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		△ 2,577

		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		△ 2,359

		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		35,084

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		2,916

		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		2,065		2,065

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		45

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%				97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%				94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%				94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%				0.0%		△ 38,928		0.0%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%				0.0%		△ 7,890		0.0%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%				0.0%		△ 5,059		0.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%				0.0%		△ 2,232		0.0%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%				0.0%		△ 7,103		0.0%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%				0.0%		△ 6,923		0.0%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%				0.0%		△ 6,800		0.0%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%				0.0%		△ 395		0.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%				0.0%		△ 1,702		0.0%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%				0.0%		△ 819		0.0%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%				0.0%		△ 22,905		0.0%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%				0.0%		△ 10,825		0.0%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%				0.0%		△ 12,079		0.0%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%				0.0%		△ 1,887		0.0%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%				0.0%		△ 37		0.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%				0.0%		△ 1,209		0.0%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%				0.0%		△ 640		0.0%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間前年対比状況②

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,402		100.0%		4,435		100.0%		33		100.7%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,737		39.5%		1,773		40.0%		36		102.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,369		31.1%		1,314		29.6%		△ 55		96.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				638		14.5%		654		14.7%		16		102.5%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				730		16.6%		660		14.9%		△ 70		90.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				367		8.3%		459		10.3%		92		125.1%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				7		0.2%		10		0.2%		3		142.9%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				12		0.3%		11		0.2%		△ 1		91.7%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				362		8.2%		458		10.3%		96		126.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		0		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0.0%		12		0.3%		12		-

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				362		8.2%		446		10.1%		84		123.2%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				252		5.7%		307		6.9%		55		121.8%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,469		100.0%		2,542		100.0%		73		103.0%		415		100.0%		395		100.0%		△ 20		95.2%		1,933		100.0%		1,893		100.0%		△ 40		97.9%				4,817		100.0%		4,830		100.0%		13		100.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		548		22.2%		607		23.9%		59		110.8%		304		73.3%		292		73.9%		△ 12		96.1%		1,189		61.5%		1,166		61.6%		△ 23		98.1%				2,041		42.4%		2,065		42.8%		24		101.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		285		11.5%		255		10.0%		△ 30		89.5%		260		62.7%		247		62.5%		△ 13		95.0%		1,084		56.1%		1,059		55.9%		△ 25		97.7%				1,629		33.8%		1,561		32.3%		△ 68		95.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		56		2.3%		71		2.8%		15		126.8%		136		32.8%		123		31.1%		△ 13		90.4%		582		30.1%		583		30.8%		1		100.2%				774		16.1%		777		16.1%		3		100.4%

				その他
Other ソノタ		Other		229		9.3%		184		7.2%		△ 45		80.3%		123		29.6%		124		31.4%		1		100.8%		501		25.9%		476		25.1%		△ 25		95.0%				853		17.7%		784		16.2%		△ 69		91.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		262		10.6%		352		13.8%		90		134.4%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		105		5.4%		107		5.7%		2		101.9%				411		8.5%		504		10.4%		93		122.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		3		0.1%				0.0%		△ 3		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		100.0%		4		0.2%		10		0.5%		6		250.0%				7		0.1%		10		0.2%		3		142.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		100.0%		11		0.6%		11		0.6%		0		100.0%				12		0.3%		11		0.2%		△ 1		91.7%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		264		10.7%		352		13.8%		88		133.3%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		98		5.1%		106		5.6%		8		108.2%				406		8.4%		503		10.4%		97		123.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		12		0.6%		12		0.0%				0		0.0%		12		0.2%		12		0.0%

		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		264		10.7%		352		13.8%		88		133.3%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		98		5.1%		94		5.0%		△ 4		96.0%				406		8.4%		491		10.2%		85		121.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		164		6.6%		231		9.1%		67		140.9%		33		8.0%		30		7.6%		△ 3		90.9%		88		4.6%		76		4.0%		△ 12		86.4%				285		5.9%		337		7.0%		52		118.2%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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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						平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2016/8		2017/8		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		63,721		66,992		3,271		105.1%

		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		5,905		6,334		429		107.3%

		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		5,884		6,348		464		107.9%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ		Net income		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		3,418		4,028		610		117.8%

		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		$71.21		$84.83		13.62		119.1%

		一株当り当期自己資本 ヒトカブアトウキジコシホン		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,044.55		$2,159.88		115.33		105.6%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$15.00		$15.00		0.00		100.0%

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

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		78.7%		79.4%		－		100.9%

		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		（％）		-		-		－		-

		総資本当期純利益率 ソウシホントウキジュンリエキリツ		ROA		（％）		-		-		－		-

										平成28年8月期 ヘイセイネンガツキ		平成29年8月期 ヘイセイネンガツキ

										2016/8		2017/8

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		123,358		129,193

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		97,179		102,677

		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				千株(in thousand) センカブ		50,609,761		50,609,761

		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				千株(in thousand) センカブ		48,007,250		47,489,491

		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		3,240

		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		△ 2,577

		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		△ 2,359

		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		35,084

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		2,916		2,916

		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		2,065		2,065

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		45		45

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,744		2,811





主要損益

		1.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 


第2四半期連結【Consolidated】 ダイシハンキレンケツ				2018/2月期
計画
Plan for
2Q FY17 ガツキケイカク		2017年2月期
第2四半期実績
Results of 
2 Quarter,FY 2016 ネンガツキダイシハンキジッセキ				2018年(平成30年）2月期
第2四半期実績
Results of 2 Quarter, FY 2017 ヘイセイネンダイシハンキ

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Actual		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		前年同期比
vs Prev. ゼンネンドウキヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ		計画比
vs Budget ケイカクヒ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				65,194		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				39,062		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				33,067		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		14,273		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		18,794		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		(14)		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				5,995		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		126		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		(31)		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		31		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				6,089		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ				55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		349		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		(30)		91.4%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				5,740		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		419		107.3%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				3,481		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		547		115.7%

		新規出店数
New Stores				44		45				43				△ 2		95.6%				97.7%

		減価償却費
Depreciation				2,220		2,065				2,101				36		101.7%				94.6%

		設備投資額
Capital investment				3,230		2,916				3,066				150		105.1%				94.9%





主要事業会社損益

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

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

												ドトールコーヒー
DoutorCoffee																日本レストランシステム
NipponRestaurantSystem ニホン														D&Nｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ								その他
Others タ

								平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成21年2月期				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成23年2月期 ヘイセイネンガツキ								平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ

								2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2009/2		売上比 ウリアゲヒ		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2010/2		2011/2		売上比 ウリアゲヒ				2018/2		売上比 ウリアゲヒ

								１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		１Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		2Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		Ratio				2Q実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		18,887		100.0%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		7,536		100.0%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				673		853		100.0%				4,755		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		9,562		50.6%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		5,701		75.7%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				165		201		24.5%				2,025		42.6%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		8,198		43.4%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		4,408		58.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				117		105		17.4%				1,572		33.1%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		3,021		16.0%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		2,179		28.9%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				45		30		6.7%				760		16.0%

				その他
Other ソノタ		Other		5,177		27.4%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		2,229		29.6%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				72		74		10.7%				812		17.1%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		1,364		7.2%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		1,292		17.1%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				47		96		7.0%				450		9.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		121		0.6%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		33		0.4%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				5		0		0.7%				3		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		10		0.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		26		0.3%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				0		0		0.0%				9		0.2%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		1,474		7.8%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		1,299		17.2%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				52		96		7.7%				446		9.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		46		0.2%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		16		0.2%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		1		0.0%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		15		0.2%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0		0.0%				13		0.3%

		税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes ゼイキンナドチョウセイマエシハンキジュンリエキ				Income before income taxes		1,519		8.0%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		1,300		17.3%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				52		96		7.7%				432		9.1%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		842		4.5%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		739		9.8%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				30		56		4.5%				295		6.2%





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								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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

												２Q実績 ジッセキ		Ratio		２Q実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		38,928		61.1%				0.0%		△ 38,928		0.0%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		7,890		12.4%				0.0%		△ 7,890		0.0%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		5,059		7.9%				0.0%		△ 5,059		0.0%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		2,232		3.5%				0.0%		△ 2,232		0.0%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		7,103		11.1%				0.0%		△ 7,103		0.0%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーミセ				6,923		10.9%				0.0%		△ 6,923		0.0%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		6,800		10.7%				0.0%		△ 6,800		0.0%

								D&Nカフェレストラン直営店
D&N CafeRestaurant Stores		Other Stores (NRS)		395		0.6%				0.0%		△ 395		0.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				1,702		2.7%				0.0%		△ 1,702		0.0%

								海外直営店
Overseas Stores カイガイ				819		1.3%				0.0%		△ 819		0.0%

								その他直営店(ｶﾌｪﾚｽ)
Other Stores (CafeRestaurant)		Other Stores (CafeRes)

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		22,905		35.9%				0.0%		△ 22,905		0.0%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		10,825		17.0%				0.0%		△ 10,825		0.0%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		12,079		19.0%				0.0%		△ 12,079		0.0%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		1,887		3.0%				0.0%		△ 1,887		0.0%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		37		0.1%				0.0%		△ 37		0.0%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		1,209		1.9%				0.0%		△ 1,209		0.0%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		640		1.0%				0.0%		△ 640		0.0%





中間前年対比状況

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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

		中間前年対比 チュウカンゼンネンタイヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,542		100.0%		2,524		100.0%		△ 18		99.3%		395		100.0%		338		100.0%		△ 57		85.6%		1,893		100.0%		1,893		100.0%		0		100.0%				4,830		100.0%		4,755		100.0%		△ 75		98.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		607		23.9%		633		25.1%		26		104.3%		292		73.9%		246		72.8%		△ 46		84.2%		1,166		61.6%		1,146		60.5%		△ 20		98.3%				2,065		42.8%		2,025		42.6%		△ 40		98.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		255		10.0%		255		10.1%		0		100.0%		247		62.5%		218		64.5%		△ 29		88.3%		1,059		55.9%		1,099		58.1%		40		103.8%				1,561		32.3%		1,572		33.1%		11		100.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		71		2.8%		67		2.7%		△ 4		94.4%		123		31.1%		109		32.2%		△ 14		88.6%		583		30.8%		584		30.9%		1		100.2%				777		16.1%		760		16.0%		△ 17		97.8%

				その他
Other ソノタ		Other		184		7.2%		188		7.4%		4		102.2%		124		31.4%		109		32.2%		△ 15		87.9%		476		25.1%		515		27.2%		39		108.2%				784		16.2%		812		17.1%		28		103.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		27		8.0%		△ 18		60.0%		107		5.7%		46		2.4%		△ 61		43.0%				504		10.4%		450		9.5%		△ 54		89.3%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		10		0.5%		3		0.2%		△ 7		30.0%				10		0.2%		3		0.1%		△ 7		29.7%

				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		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%		11		0.6%		9		0.5%		△ 2		81.8%				11		0.2%		9		0.2%		△ 2		81.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		352		13.8%		377		14.9%		25		107.1%		45		11.4%		28		8.3%		△ 17		62.2%		106		5.6%		41		2.2%		△ 65		38.7%				503		10.4%		446		9.4%		△ 57		88.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		△ 0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		△ 0		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%		12		3.6%		12		0.0%		12		0.6%		0		0.0%		△ 12		0.0%				12		0.2%		13		0.3%		1		108.3%

		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		352		13.8%		376		14.9%		24		106.8%		45		11.4%		15		4.4%		△ 30		33.3%		94		5.0%		41		2.2%		△ 53		43.6%				491		10.2%		432		9.1%		△ 59		88.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		231		9.1%		245		9.7%		14		106.1%		30		7.6%		14		4.1%		△ 16		46.7%		76		4.0%		36		1.9%		△ 40		47.4%				337		7.0%		295		6.2%		△ 42		87.5%





中間前年対比状況②

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

								HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ												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														Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		63,721		100.0%		66,992		100.0%		3,271		105.1%		39,702		100.0%		42,238		100.0%		2,536		106.4%		21,523		100.0%		22,260		100.0%		737		103.4%				4,402		100.0%		4,435		100.0%		33		100.7%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,665		60.7%		39,581		59.1%		916		102.4%		19,954		50.3%		20,376		48.2%		422		102.1%		16,155		75.1%		16,596		74.6%		441		102.7%				1,737		39.5%		1,773		40.0%		36		102.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		32,760		51.4%		33,247		49.6%		487		101.5%		17,400		43.8%		17,313		41.0%		△ 87		99.5%		13,133		61.0%		13,826		62.1%		693		105.3%				1,369		31.1%		1,314		29.6%		△ 55		96.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		13,966		21.9%		14,467		21.6%		501		103.6%		6,211		15.6%		6,245		14.8%		34		100.5%		6,368		29.6%		6,759		30.4%		391		106.1%				638		14.5%		654		14.7%		16		102.5%

				その他
Other ソノタ		Other		18,794		29.5%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%		11,189		28.2%		11,068		26.2%		△ 121		98.9%		6,765		31.4%		7,066		31.7%		301		104.4%				730		16.6%		660		14.9%		△ 70		90.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		5,905		9.3%		6,334		9.5%		429		107.3%		2,554		6.4%		3,062		7.2%		508		119.9%		3,022		14.0%		2,770		12.4%		△ 252		91.7%				367		8.3%		459		10.3%		92		125.1%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		127		0.2%		95		0.1%		△ 32		74.8%		57		0.1%		52		0.1%		△ 5		91.2%		59		0.3%		38		0.2%		△ 21		64.4%				7		0.2%		10		0.2%		3		142.9%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		147		0.2%		81		0.1%		△ 66		55.1%		30		0.1%		29		0.1%		△ 1		96.7%		8		0.0%		8		0.0%		0		100.0%				12		0.3%		11		0.2%		△ 1		91.7%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		5,884		9.2%		6,348		9.5%		464		107.9%		2,581		6.5%		3,085		7.3%		504		119.5%		3,073		14.3%		2,800		12.6%		△ 273		91.1%				362		8.2%		458		10.3%		96		126.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		55		0.1%		130		0.2%		75		236.4%		4		0.0%		23		0.1%		19		575.0%		53		0.2%		107		0.5%		54		201.9%				0		0.0%		0		0.0%		0		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		313		0.5%		319		0.5%		6		101.9%		241		0.6%		228		0.5%		△ 13		94.6%		44		0.2%		76		0.3%		32		172.7%				0		0.0%		12		0.3%		12		-

		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		5,625		8.8%		6,159		9.2%		534		109.5%		2,344		5.9%		2,880		6.8%		536		122.9%		3,082		14.3%		2,831		12.7%		△ 251		91.9%				362		8.2%		446		10.1%		84		123.2%

		四半期純利益
Net income シハンキジュンリエキ				Net income		3,418		5.4%		4,028		6.0%		610		117.8%		1,456		3.7%		1,920		4.5%		464		131.9%		1,928		9.0%		1,848		8.3%		△ 80		95.9%				252		5.7%		307		6.9%		55		121.8%

																														（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カフェレストラン												サンメリー														３社（コンフェ＆カフェレス＆サンメリー）単純合算 シャタンジュンガッサン

								平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成28年2月期 ヘイセイネンガツキ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2015/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		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 ジッセキ		Ratio		increase		%change				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		2,469		100.0%		2,542		100.0%		73		103.0%		415		100.0%		395		100.0%		△ 20		95.2%		1,933		100.0%		1,893		100.0%		△ 40		97.9%				4,817		100.0%		4,830		100.0%		13		100.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		548		22.2%		607		23.9%		59		110.8%		304		73.3%		292		73.9%		△ 12		96.1%		1,189		61.5%		1,166		61.6%		△ 23		98.1%				2,041		42.4%		2,065		42.8%		24		101.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		285		11.5%		255		10.0%		△ 30		89.5%		260		62.7%		247		62.5%		△ 13		95.0%		1,084		56.1%		1,059		55.9%		△ 25		97.7%				1,629		33.8%		1,561		32.3%		△ 68		95.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		56		2.3%		71		2.8%		15		126.8%		136		32.8%		123		31.1%		△ 13		90.4%		582		30.1%		583		30.8%		1		100.2%				774		16.1%		777		16.1%		3		100.4%

				その他
Other ソノタ		Other		229		9.3%		184		7.2%		△ 45		80.3%		123		29.6%		124		31.4%		1		100.8%		501		25.9%		476		25.1%		△ 25		95.0%				853		17.7%		784		16.2%		△ 69		91.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		262		10.6%		352		13.8%		90		134.4%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		105		5.4%		107		5.7%		2		101.9%				411		8.5%		504		10.4%		93		122.6%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		3		0.1%				0.0%		△ 3		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		100.0%		4		0.2%		10		0.5%		6		250.0%				7		0.1%		10		0.2%		3		142.3%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		100.0%		11		0.6%		11		0.6%		0		100.0%				12		0.3%		11		0.2%		△ 1		91.7%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		264		10.7%		352		13.8%		88		133.3%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		98		5.1%		106		5.6%		8		108.2%				406		8.4%		503		10.4%		97		123.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		12		0.6%		12		0.0%				0		0.0%		12		0.2%		12		0.0%

		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		264		10.7%		352		13.8%		88		133.3%		44		10.6%		45		11.4%		1		102.3%		98		5.1%		94		5.0%		△ 4		96.0%				406		8.4%		491		10.2%		85		121.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		164		6.6%		231		9.1%		67		140.9%		33		8.0%		30		7.6%		△ 3		90.9%		88		4.6%		76		4.0%		△ 12		86.4%				285		5.9%		337		7.0%		52		118.2%





中間計画対比状況

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

								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

		中間計画対比 チュウカンケイカクタイヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		40,601		100.0%		42,238		100.0%		1,637		104.0%		22,105		100.0%		22,260		100.0%		155		100.7%				65,194		100.0%		66,992		100.0%		1,798		102.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		20,218		49.8%		20,376		48.2%		158		100.8%		16,456		74.4%		16,596		74.6%		140		100.9%				39,062		59.9%		39,581		59.1%		519		101.3%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		17,461		43.0%		17,313		41.0%		△ 148		99.2%		13,560		61.3%		13,826		62.1%		266		102.0%				33,067		50.7%		33,247		49.6%		180		100.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		6,309		15.5%		6,245		14.8%		△ 64		99.0%		6,663		30.1%		6,759		30.4%		96		101.4%				14,273		21.9%		14,467		21.6%		194		101.4%

				その他
Other ソノタ		Other		11,152		27.5%		11,068		26.2%		△ 84		99.2%		6,897		31.2%		7,066		31.7%		169		102.5%				18,794		28.8%		18,780		28.0%		△ 14		99.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		2,757		6.8%		3,062		7.2%		305		111.1%		2,896		13.1%		2,770		12.4%		△ 126		95.6%				5,995		9.2%		6,334		9.5%		339		105.7%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		64		0.2%		52		0.1%		△ 12		81.3%		38		0.2%		38		0.2%		1		101.3%				126		0.2%		95		0.1%		△ 31		75.4%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		26		0.1%		29		0.1%		3		111.5%		5		0.0%		8		0.0%		3		160.0%				31		0.0%		81		0.1%		50		261.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		2,795		6.9%		3,085		7.3%		290		110.4%		2,929		13.2%		2,800		12.6%		△ 129		95.6%				6,089		9.3%		6,348		9.5%		259		104.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		23		0.1%		23		0.0%				0.0%		107		0.5%		107		0.0%				0		0.0%		130		0.2%		130		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		250		0.6%		228		0.5%		△ 22		91.2%		10		0.0%		76		0.3%		66		760.0%				349		0.5%		319		0.5%		△ 30		91.4%

		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		2,545		6.3%		2,880		6.8%		335		113.2%		2,919		13.2%		2,831		12.7%		△ 88		97.0%				5,740		8.8%		6,159		9.2%		419		107.3%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		1,570		3.9%		1,920		4.5%		350		122.3%		1,902		8.6%		1,848		8.3%		△ 54		97.2%				3,481		5.3%		4,028		6.0%		547		115.7%

																														（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カフェレストラン														サンメリー

								平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ				平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								計画比 ケイカクヒ						平成29年2月期 ヘイセイネンガツキ								前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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		2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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				2016/8		売上比 ウリアゲヒ		2016/8		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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,595		100.0%		2,524		100.0%		△ 71		97.3%		356		100.0%		338		100.0%		△ 18		94.9%				1,920		100.0%		1,893		100.0%		△ 27		98.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		637		24.5%		633		25.1%		△ 4		99.4%		263		73.9%		246		72.8%		△ 17		93.5%				1,195		62.2%		1,146		60.5%		△ 49		95.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		269		10.4%		255		10.1%		△ 14		94.8%		223		62.6%		218		64.5%		△ 5		97.8%				1,090		56.8%		1,099		58.1%		9		100.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		75		2.9%		67		2.7%		△ 8		89.3%		108		30.3%		109		32.2%		1		100.9%				575		29.9%		584		30.9%		9		101.6%

				その他
Other ソノタ		Other		194		7.5%		188		7.4%		△ 6		96.9%		115		32.3%		109		32.2%		△ 6		94.8%				515		26.8%		515		27.2%		0		100.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		27		8.0%		△ 13		67.5%				105		5.5%		46		2.4%		△ 59		43.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				9		0.5%		3		0.2%		△ 6		33.3%

				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%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				12		0.6%		9		0.5%		△ 3		75.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		368		14.2%		377		14.9%		9		102.4%		40		11.2%		28		8.3%		△ 12		70.0%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		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%		12		3.6%		12		0.0%						0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		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		368		14.2%		376		14.9%		8		102.2%		40		11.2%		15		4.4%		△ 25		37.5%				102		5.3%		41		2.2%		△ 61		40.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		228		8.8%		245		9.7%		17		107.4%		23		6.5%		14		4.1%		△ 9		60.9%				82		4.3%		36		1.9%		△ 46		43.9%





■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		17年08月
FY2017 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

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		934

				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		123

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		27

				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		56

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		54

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		42

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

				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		1,347

						（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		1,018

				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		189

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1

				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		191

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		15

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		188

				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		568

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		16

				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		39

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

				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		8

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1		2

				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

								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		1,963

						（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

				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		11

						マレーシア																0		0		0		0		3		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		3

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		2

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		21

				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		1,984

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,047		1,043		1,022		1,031		1,034





■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				20				1

						直営店 チョクエイテン				2				0

						合計 ゴウケイ				22				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				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				2				0

						合計 ゴウケイ				2				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						20				1

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						6				0

				小計　Sub Total ショウケイ						26				1

				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				1				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				6				1

						加盟店 カメイテン				1				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				4				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						12				1

				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				3				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		41				2

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				43

										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				20				1		21

						加盟店 カメイテン				21				1		22

										0				0		0

				◇新規出店　合計 シンキシュッテンゴウケイ		43				0

				　直営店 チョクエイテン		20

				　加盟店 カメイテン		21

				　海外店 カイガイテン		2





■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		レクセル		CIAL鎌倉 カマクラ		42,815								1		ドトールコーヒーショップ		四谷一丁目 ヨツヤイッチョウメ		42,809		FC

		2		ドトールコーヒーショップ		東林間 ヒガシリンカン		42,825		FC						2		ドトールコーヒーショップ		つくばアッセ		42,816		FC

		3		ドトールコーヒーショップ		鶴岡バスターミナル ツルオカ		42,826		FC						3		エクセルシオールカフェ		町田一番街通り マチダイチバンガイトオ		42,824

		4		ドトールコーヒーショップ		スパークルシティ木更津 キサラヅ		42,840		FC						4		ドトールコーヒーショップ		本町一丁目 ホンマチイッチョウメ		42,825		FC

		5		ドトールコーヒーショップ		新発田 シバタ		42,845		FC						5		ドトールコーヒーショップ		大船 オオフナ		42,825		FC

		6		ドトールコーヒーショップ		仲町台 ナカマチダイ		42,853		FC						6		オーバカナル(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰﾗｸﾗｽ)		横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ ヨコハマ		42,827

		7		ドトールコーヒーショップ		富士見台 フジミダイ		42,855		FC						7		ドトールコーヒーショップ		高松南新町 タカマツミナミシンマチ		42,833		FC

		8		ドトールコーヒーショップ		市立福知山市民病院 シリツフクチヤマシミンビョウイン		42,866		FC						8		ドトールコーヒーショップ		JR尼崎駅南口 アマガサキエキミナミグチ		42,839		FC

		9		ドトールコーヒーショップ		TSUTAYA WAYｵｰｸﾜ本社 ホンシャ		42,907		FC						9		ドトールコーヒーショップ		福井中央 フクイチュウオウ		42,855		FC

		10		ドトールコーヒーショップ		上野昭和通り ウエノショウワトオ		42,910		FC						10		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,862

		11		ドトールコーヒーショップ		札幌北一条通り サッポロキタイチジョウトオ		42,912		FC						11		ドトールコーヒーショップ		新浦安ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ シンウラヤス		42,862		FC

		12		梟書茶房 フクロウショチャボウ		Esola池袋 イケブクロ		42,916		新 シン						12		ドトールコーヒーショップ		サンシャインシティアルパ		42,883		FC

		13		ドトールコーヒーショップ		大船渡 オオフナワタリ		42,917		FC						13		ドトールコーヒーショップ		東青山 ヒガシアオヤマ		42,890		FC

		14		ドトールコーヒーショップ		金沢医科大学病院 カナザワイカダイガクビョウイン		42,919		FC						14		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,900

		15		ドトールコーヒーショップ		順天堂大学医学部付属病院 ジュンテンドウダイガクイガクブフゾクビョウイン		42,926		FC						15		ドトールコーヒーショップ		田端駅前 タバタエキマエ		42,914		FC

		16		エクセルシオール カフェ		府中ル・シーニュ フチュウ		42,928								16		コロラド		京成臼井 ケイセイウスイ		42,914		FC

		17		ドトールコーヒーショップ		小倉アミュプラザ コクラ		42,930								17		エクセルシオールカフェ		BIG BOX高田馬場 タカダノババ		42,929

		18		ドトールコーヒーショップ		中山北口 ナカヤマキタグチ		42,937		FC						18		コロラド		石神井台 シャクジイダイ		42,931		FC

		19		ドトールコーヒーショップ		有明セントラルタワー アリアケ		42,941		FC						19		コロラド		東砂 ヒガシスナ		42,935		FC

		20		ドトールコーヒーショップ		会津坂下 アイズサカシタ		42,944		FC						20		POCHI428		渋谷ヒカリエ シブヤ		42,944

		21		ラ・スール　オーバカナル		名古屋ソリッドスクエア ナゴヤ		42,944		新 シン						21		ドトールコーヒーショップ		西天満2丁目 ニシテンマチョウメ		42,945

		22		ドトールコーヒーショップ		静岡パルシェ シズオカ		42,950		FC						22		ドトールコーヒーショップ		イオン狭山 サヤマ		42,947		FC

		23		ドトールコーヒーショップ		本厚木ミロードイースト ホンアツギ		42,955		FC						23		ドトールコーヒーショップ		広島本通り東 ヒロシマホンドオヒガシ		42,947

		24		ドトールコーヒーショップ		リビエ下関 シモノセキ		42,957		FC						24		バリッシモ		梅田 ウメダ		42,960

		25		ドトールコーヒーショップ		エミオ中村橋 ナカムラバシ		42,978		FC						25		ドトールコーヒーショップ		都立家政駅前 トリツカセイエキマエ		42,978		FC

		26		ドトールコーヒーショップ		蓮田駅前 ハスダエキマエ		42,978								26		ドトールコーヒーショップ		メルクス新習志野 シンナラシノ		42,978		FC

		27														27		ドトールコーヒーショップ		流山イトーヨーカドー ナガレヤマ		42,978

		28														28		エクセルシオールカフェ		大井町東口 オオイマチヒガシグチ		42,978

		29														29

		30														30

		日レス出店 ニチシュッテン														日レス閉店 ニチヘイテン

				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		星乃珈琲 ホシノコーヒー		吉祥寺 キチジョウジ		42,822								1		地鶏や ジドリ		八重洲地下街 ヤエスチカガイ		42,806

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		倉敷堀南 クラシキホリナン		42,842		FC						2		ばってん山内 ヤマウチ		ららぽーとTOKYOBAY		42,827

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		神田 カンダ		42,850								3		洋麺屋 ヨウメンヤ		和歌山 ワカヤマ		42,886		FC

		4		OSLO COFFEE		新宿サブナード シンジュク		42,868								4		先斗入ル サキトイ		ヨドバシ吉祥寺 キチジョウジ		42,911

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		大分 オオイタ		42,886								5		F&F		笹塚 ササヅカ		42,916

		6		牛たん仙台辺見 ギュウセンダイヘンミ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								6		洋麺屋 ヨウメンヤ		公園通り コウエンドオ		42,957

		7		そばいまゐ		南青山 ミナミアオヤマ		42,899								7		洋麺屋 ヨウメンヤ		松江 マツエ		42,978		FC

		8		洋麺屋 ヨウメンヤ		エキア志木 シキ		42,916

		9		星乃珈琲 ホシノコーヒー		アミュプラザ鹿児島 カゴシマ		42,927								カフェレス閉店 ヘイテン

		10		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台マーブルロード センダイ		42,936										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

		11		星乃珈琲 ホシノコーヒー		東京スカイツリータウンソラマチ トウキョウ		42,944								1		カフェドエソラ		池袋 イケブクロ		42,806

		12		サロン卵と私 タマゴワタシ		エキア志木 シキ		42,947								2		パティオドゥメトロ		エチカ池袋 イケブクロ		42,825

		13

		14

		15

												備考 ビコウ

		サンメリー出店														サンメリー閉店 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								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		パンの田島 タジマ		武蔵小山 ムサシコヤマ		42,853								1

		2		パンの田島 タジマ		自由が丘 ジユウオカ		42,881								2										備考 ビコウ

		3		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957				備考 ビコウ				3

		4

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン										備考 ビコウ

				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								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		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza(ﾏﾚｰｼｱ)		42,837				備考 ビコウ				1		ドトールコーヒーショップ		松山(台湾) マツヤマタイワン		42,914

		2		星乃珈琲 ホシノコーヒー		United Square(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)		42,921								2

		3																								備考 ビコウ

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ

																		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		洋麺屋→神戸れんが亭 ヨウメンヤコウベテイ		三宮 サンノミヤ		42,797

																2		フランクス→牛忠 ギュウタダシ		札幌パセオ サッポロ		42,845

																3		モーツアルト→OSLO COFFEE		錦糸町テルミナ キンシチョウ		42,852

																4		洋麺屋→牛たん仙台辺見 ヨウメンヤギュウセンダイヘンミ		立川日野橋 タチカワヒノバシ		42,955

																5

																業態変更（カフェレス） ギョウタイヘンコウ

																		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		ｵﾘｰﾌﾞﾂﾘｰ→星乃珈琲 ホシノコーヒー		朝霞 アサカ		42,947

																2

																3

																4

																5

																管轄移管 カンカツイカン										備考 ビコウ

																		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		パンの田島 タジマ		笹塚 ササヅカ		42,957		NRS→ｻﾝﾒﾘｰ

																2

																										備考 ビコウ

																業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ

																		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





■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

				関東 カントウ		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				中部 チュウブ		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

				関西 カンサイ		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				合計 ゴウケイ		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

										↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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		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		23				23

				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		1,897				1,897

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 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



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



■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

		1		シンガポール		1		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		The Asian Kitchen		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		870				*

		2				2		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		3				3		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		The Asian Kitchen		BUGIS		960				*

		4				4		Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		ＳtarVista		740				*

		5				5		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		ドトールコーヒーショップ		Marina Bay Financial Centre		475				*

		6				6		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		The Atrium@Ochard						*

		7				7		ＩＯＮ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		SUNTEC CITY						*

		8				8		ＭＢＬＭ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		ION				28,099		*

		9				9		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		10				10		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲店		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		11				11				星乃珈琲店		United Square						*

								Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ

		12		台湾 タイワン		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		民権 ミンケン		280				*

		13				3				ドトールコーヒーショップ		光復南路 ヒカリフクミナミロ						*

		14				4		南京 ナンキン		Mee's Pancake		光復南路 ヒカリフクミナミロ		250				*

		15		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		16		香港 ホンコン		1		民権 ミンケン		洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		Amoy Plaza		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋五右衛門 ヨウメンヤゴエモン		TMT　Plaza						*

		18		ﾏﾚｰｼｱ		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Tebrau Mall						*

		19				2		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Velo City						*

		20				3		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		AEON Bukit Tinggi Mall						*

		21				4		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		Gurney Plazza						*

										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





海外売上利益

		

								平成28年1月～6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29年1月～6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										YEN														YEN														YEN

						D&Nシンガポール		7,045,744		570,141,595		(860,162)		(69,604,292)		SGD		80.92				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				6,163,243		495,216,573		(635,526)		(51,064,494)		SGD		80.35		(74,925,022)		18,539,798		80.9200000327		80.9199999456

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		17.08				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		16.42		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		22,047,225		75,401,510		(8,963,172)		(30,654,048)		TWD		3.42				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				21,541,403		79,056,949		(11,450,441)		(42,023,118)		TWD		3.67		3,655,439		(11,369,070)		3.4200000227		3.4199999732

						MFK		1,546,965		5,290,620		(531,419)		(1,817,453)		TWD		3.42				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				1,546,965		5,677,362		(531,419)		(1,950,308)		TWD		3.67		386,742		(132,855)		3.4199998061		3.4200000376

						D&N香港 ホンコン		7,073,862		101,863,606		(2,638,685)		(37,997,063)		HKD		14.4				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				7,056,102		101,607,874		(2,934,297)		(42,253,872)		HKD		14.4		(255,732)		(4,256,809)		14.4000000565		14.4000001122

						D&N韓国 カンコク		504,775,122		47,701,249		(56,262,483)		(5,316,805)		KRW		0.0945				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				692,948,533		68,186,136		40,624,778		3,997,478		KRW		0.0984		20,484,887		9,314,283		0.0944999999		0.0945000063

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				800,398,580				(145,389,661)										1,445,375,868				(292,070,904)										749,744,894				(133,294,314)						(50,653,686)		12,095,347		0		0

								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				0				0		YEN								0				0		YEN								0				0		YEN

						D&Nシンガポール		3,597		293,096		(422)		(34,413)		SGD		88.7				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				6,163		495,217		(636)		(51,064)		SGD		80.35		(74,925)		18,540

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		19.32				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		16.42		0		0

						D&N台湾 タイワン		10,910		37,531		(4,815)		(16,564)		TWD		3.85				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				21,541		79,057		(11,450)		(42,023)		TWD		3.67		3,655		(11,369)

						MFK		1,547		5,322		(531)		(1,828)		TWD		3.85				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				1,547		5,677		(531)		(1,950)		TWD		3.67		387		(133)

						D&N香港 ホンコン		3,552		51,685		(1,589)		(23,123)		HKD		15.59				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				7,056		101,608		(2,934)		(42,254)		HKD		14.4		(256)		(4,257)

						D&N韓国 カンコク		252,623		24,075		(28,067)		(2,675)		KRW		0.1077				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				692,949		68,186		40,625		3,997		KRW		0.0984		20,485		9,314

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				411,709				(78,603)										1,445,376				(292,071)										749,745				(133,294)						(50,654)		12,095





通期計画

		2018.2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														HD単純合計
Holdings タンジュンゴウケイ

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		78,887		100.0%		81,000		100.0%		2,113		102.7%		42,969		100.0%		45,000		100.0%		2,031		104.7%				126,927		100.0%		131,000		100.0%		4,073		103.2%				131,523		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		38,817		49.2%		40,150		49.6%		1,333		103.4%		31,947		74.3%		33,504		74.5%		1,557		104.9%				75,855		59.8%		78,451		59.9%		2,596		103.4%				80,870		61.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,363		43.6%		35,401		43.7%		1,038		103.0%		26,561		61.8%		27,675		61.5%		1,114		104.2%				65,340		51.5%		67,430		51.5%		2,090		103.2%				69,648		53.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,308		15.6%		12,680		15.7%		372		103.0%		12,648		29.4%		13,506		30.0%		858		106.8%				27,881		22.0%		28,812		22.0%		931		103.3%				29,985		22.8%

				その他
Other ソノタ		Other		22,055		28.0%		22,721		28.1%		666		103.0%		13,913		32.4%		14,169		31.5%		256		101.8%				37,458		29.5%		38,618		29.5%		1,160		103.1%				39,664		30.2%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,453		5.6%		4,749		5.9%		296		106.6%		5,386		12.5%		5,829		13.0%		443		108.2%				10,514		8.3%		11,021		8.4%		507		104.8%				11,222		8.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		117		0.1%		120		0.1%		3		102.6%		79		0.2%		84		0.2%		5		106.3%				245		0.2%		252		0.2%		7		102.9%				265		0.2%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		59		0.1%		60		0.1%		1		101.7%		21		0.0%		9		0.0%		△ 12		42.9%				84		0.1%		70		0.1%		△ 14		83.3%				93		0.1%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,511		5.7%		4,809		5.9%		298		106.6%		5,444		12.7%		5,904		13.1%		460		108.4%				10,675		8.4%		11,203		8.6%		528		104.9%				11,394		8.7%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		5		0.0%				0.0%		△ 5		0.0%		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%				61		0.0%				0.0%		△ 61		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		574		0.7%		500		0.6%		△ 74		87.1%		182		0.4%		156		0.3%		△ 26		85.7%				850		0.7%		880		0.7%		30		103.5%				880		0.7%

		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		3,943		5.0%		4,309		5.3%		366		109.3%		5,320		12.4%		5,748		12.8%		428		108.0%				9,886		7.8%		10,323		7.9%		437		104.4%				10,514		8.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,426		3.1%		2,668		3.3%		242		110.0%		3,397		7.9%		3,748		8.3%		351		110.3%				6,050		4.8%		6,247		4.8%		197		103.3%				6,400		4.9%

																														（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												Ｄ＆Ｎカフェレストラン
D&N Café Retaurant														サンメリー
Sunmerry's

								平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期				平成30年2月期 ヘイセイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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				2017/2		売上比 ウリアゲヒ		2018/2		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		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		5,165		100.0%		5,421		100.0%		256		105.0%		784		100.0%		700		100.0%		△ 84		89.3%				3,718		100.0%		3,898		100.0%		180		104.8%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,248		24.2%		1,308		24.1%		60		104.8%		578		73.7%		516		73.7%		△ 62		89.3%				2,277		61.2%		2,418		62.0%		141		106.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		478		9.3%		498		9.2%		20		104.2%		493		62.9%		440		62.9%		△ 53		89.2%				2,102		56.5%		2,217		56.9%		115		105.5%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		2.5%		141		2.6%		13		110.2%		238		30.4%		214		30.6%		△ 24		89.9%				1,127		30.3%		1,172		30.1%		45		104.0%

				その他
Other ソノタ		Other		349		6.8%		357		6.6%		8		102.3%		254		32.4%		226		32.3%		△ 28		89.0%				974		26.2%		1,045		26.8%		71		107.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		770		14.9%		810		14.9%		40		105.2%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				175		4.7%		201		5.2%		26		114.9%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				15		0.4%		13		0.3%		△ 2		86.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				22		0.6%		23		0.6%		1		104.5%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		84		10.7%		76		10.9%		△ 8		90.5%				167		4.5%		191		4.9%		24		114.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		14		1.8%				0.0%		△ 14		0.0%				25		0.7%				0.0%		△ 25		0.0%

		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		769		14.9%		810		14.9%		41		105.3%		70		8.9%		76		10.9%		6		108.6%				141		3.8%		191		4.9%		50		135.5%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		491		9.5%		502		9.3%		11		102.2%		40		5.1%		44		6.3%		4		110.0%				117		3.1%		153		3.9%		36		130.8%
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５-①．トピックス ドトールコーヒー新業態 
 ＴＯＰＩＣＳ Brand New Shops of Doutor Coffee  

“旅するビストロ”をコンセプトに、 
サラダやサンドイッチなどの軽食から、 
旬の食材を用いたカジュアルなコースまで、 
まるで旅に出ているような心地よい 
「非日常」を楽しめる空間・サービス・料理を 
提供いたします。 
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7/28 Open 
名古屋 
ミッドランドスクエア 

9/29 Open 
赤坂 
ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR 

10/11 Open 
多摩堤通り 
（ロードサイド） 

ハワイ島の緑豊かなマウンテンサイド（山側）を 
意味する「mauka（マウカ）」に佇む、 
ヨーロッパからの移住者の都会的なセンスと 
ハワイの心地よさが共存するレストランをイメージ。 
話題のスーパーフードやグルテンフリー等の食材を 
取り入れ、心身ともに“満足感とヘルシー”を両立した 
ヘルスコンシャスな食事を提供します。 

新業態開発 
 

成長への投資 

“コーヒー農園主の邸宅” 
ゲストルームをイメージした店内は、 
テーマにあわせて4つのエリアにゾーニング 

“テラスエリア” 
お客様を最初にお迎えする 
エリアは、邸宅におけるエントランス 

“ゴーシャスエリア” 
邸宅内の居間 
をイメージし、暖炉や 
豪華なインテリアを 
配置しております。 

“パークエリア” 
お子様やペット連れの方も 
楽しめる公園をイメージ。 

“ファームエリア” 
コーヒー農園の中の 
ダイニングルームをイメージ。 



５-②．トピックス D&Nカフェレストラン解散 
 ＴＯＰＩＣＳ Dissolution of D&N CafeRestaurants 

 

ドトール・日レスホールディングスは、 
連結子会社である「Ｄ＆Ｎカフェレストラン株式会社」を解散および清算することにいたしました 

 

【 Ｄ＆Ｎカフェレストラン（会社概要） 】 
 
設立 平成20年12月 
 
資本金 2億円 
 
代表者 代表取締役社長 星野正則 
 
本店所在地 東京都渋谷区 
 
事業内容 多業態カフェおよびレストラン
 チェーンの運営・開発 

【会社設立時の意図】 

【会社解散の理由】 

Ｄ＆Ｎカフェレストランは、 
ドトールコーヒーの店舗展開力と日本レストランシステムの 
業態開発力などを結集し、それぞれが持つノウハウを重ね 
合わせて活用する業態・店舗を運営する会社として、 
統合効果を明確に打ち出すために設立しました。 

星乃珈琲店をはじめ、子会社それぞれが持つノウハウを 
重ね合わせて活用する業態の運営は、Ｄ＆Ｎカフェレスト 
ランを活用しなくとも明確に打ち出す体制が確立したため 
このたび経営の効率化を鑑み、解散を選択致しました。 

ドトール・日レスホールディングスでは、 
梟書茶房やドトール珈琲農園をはじめ、今後もグループの持つノウハウを結集した 

業態開発を進め、事業拡大による成長加速に邁進し、企業価値向上を図ってまいります。 
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５-③．トピックス 株式公開買付について 
 ＴＯＰＩＣＳ Take Over Bid 

9 

【自己株式の取得に関する概要】 

買付総数  普通株式3,600,100株（上限） 
 
取得価額の総額 8,463,835,100円（上限） 
 
買付期間  平成29年10月16（月）  ～  平成29年11月13日（月） 
 
買付の価格 普通株式1株につき、金2,351円（10/12終値＠￥2,449に対し4％ディスカウント） 
 
決済開始日 平成29年12月6日（木） 
 
  （参考） 
  発行済株式総数  50,609,761株 
  発行済株式総数に対する割合 7.11％（小数点以下第三位四捨五入） 
  ※詳細については弊社HP記載のリリースをご覧ください。 

（取得の理由） 当社第３位の株主である株式会社バードフェザーリンク社より売却意向の打診を 
受け、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合の流動性および 
市場価格への影響、並びに当社の財務状況を勘案し、自己株式として取得する 
ことは、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断しました。 
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