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1.令和3年（’21）2月期 本決算業績サマリー【連結】
（令和2年3月～令和3年2月） Results of FY 2020,Consolidated （summary）

令和2年2月期 令和3年2月期 前期比

2020/2 2021/2 増減額 増減率

実績 実績 ( increase) (%change)

売上高 Net Sales 百万円(\ mil) 131,193 96,141 △ 35,052 73.3%

営業利益 Operating income 百万円(\ mil) 10,289 △ 4,319 △ 14,608 -

経常利益 Ordinary income 百万円(\ mil) 10,287 △ 4,177 △ 14,464 -

親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 百万円(\ mil) 6,058 △ 10,979 △ 17,037 -

一株当り当期純利益 Net income per share 円(\) ¥137.13 △ 248.38 △ 385.51 -

一株当り純資産額 Stockholders' equity per share 円(\) ¥2,397.94 ¥2,121.04 △ 276.90 88.5%

一株当り配当金 Dividends per share 円(\) ¥34.00 ¥24.00 △ 10.00 70.6%

配当性向 Pay out ratio （％） 24.8% - - -

自己資本比率 Shareholders' equity ratio （％） 80.9% 81.4% - 0.5%

自己資本当期純利益率 ROE （％） 5.8% △11.0% - -

総資本経常利益率 ROA （％） 8.0% △3.4% - -

令和2年2月期

2020/2

総資産 Total Assets 百万円(\mil) 131,042

純資産 Shareholder' Equity 百万円(\mil) 106,139

期末発行済株式数 Number of shares outstanding as of year-end 株 50,609,761

期中平均株式数 Average number of shares outstanding 株 44,182,936

営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Operating Activities 百万円(\ mil) 12,175

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Investing Activities 百万円(\ mil) △ 5,192

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ Financing Activities 百万円(\ mil) △ 2,406

現金&現金等価物(期末) Cash & Cash Equivaients, End of Year 百万円(\ mil) 37,317

設備投資 Capital Expenditures 百万円(\mil) 6,564

減価償却費 Depreciation 百万円(\mil) 4,659

新規出店数 Number of New Open Shops 店 68

社員数 Number of Employees 人 2,740

* 海外出店を除く

2,755

令和3年2月期

2021/2

115,246

94,000

△ 2,883

△ 5,949

△ 2,146

4,513

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

45,609,761

44,204,426

6,695

26,309

72


■決算ｻﾏﾘｰ

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

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

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		△ 276.90		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		△ 10.00		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

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

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

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

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-		273		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-		262		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		125.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-		△ 1,145		-

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-		△ 2,984		-

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

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

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

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

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

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

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

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

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

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

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

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

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

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

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

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

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

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

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

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

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

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

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

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

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

								9		8		8		7						1

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

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

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

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

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

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

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

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

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

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



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

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

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

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

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

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

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

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

										↑

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

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

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

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

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

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

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

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

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

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

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

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

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

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

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

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

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

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

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

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

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

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

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

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

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

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

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

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

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

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

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

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

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

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

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

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

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

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

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

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

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

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

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

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

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

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

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

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

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

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

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

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

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

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

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

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

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

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

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

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

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

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

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

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

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

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

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

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

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

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

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 4,319		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 4,177		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		△ 8,933		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		△ 10,979		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 2,764		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 2,735		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 6,409		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,898		1,535		3,433		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,820		1,604		3,424		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 4,797		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

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

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

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

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

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

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

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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２．主要損益【連結】
Income and expenses

売上高のポイント

粗利＆販売管理費のポイント

特別損益のポイント

＜特別利益＞
固定資産売却益 2百万円
その他 8億41百万円

＜特別損失＞
固定資産除却損 69百万円
減損損失 34億64百万円
その他 20億64百万円

（20/3～21/2月累計 売上高前年比）
既存店 全店

ドトール 67.0％ 66.8％
日レス 73.3％ 71.2％

（20/3～21/2月累計 客数前年比）
既存店 全店

ドトール 65.1％ 64.5％
日レス 72.1％ 70.9％

* 21/2月期における売上の状況は、緊急
事態宣言期間を中心に、店舗休業や時
短営業など、通常営業が困難な状況が
継続した結果、グループ全体の売上高
は、前年を大きく下回ることとなりました。

* 粗利においては、売上構成比の変化に
より、粗利率が低下。

* 販売管理費においては、変動費を中心
にコストの削減を実施。

（百万円）(\ mil)

令和3/2計画
Plan for FY2020

金額 金額 売上比 金額 売上比 前年増減額 前年同期比 増減額 計画比

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

99,832 131,193 100.0% 96,141 100.0% △ 35,052 73.3% △ 3,691 96.3%

57,470 79,354 60.5% 55,775 58.0% △ 23,579 70.3% △ 1,695 97.1%

62,063 69,064 52.6% 60,094 62.5% △ 8,970 87.0% △ 1,969 96.8%

人件費
Personal expenses 27,051 29,900 22.8% 25,470 26.5% △ 4,430 85.2% △ 1,581 94.2%

その他
Other 35,012 39,164 29.9% 34,624 36.0% △ 4,540 88.4% △ 388 98.9%

△ 4,592 10,289 7.8% △ 4,319 -4.5% △ 14,608 - 273 -

営業外収益
Non-operating income 266 194 0.1% 238 0.2% 44 122.7% △ 28 89.5%

営業外費用
Non-operating expense 113 196 0.1% 96 0.1% △ 100 49.0% △ 17 85.0%

△ 4,439 10,287 7.8% △ 4,177 -4.3% △ 14,464 - 262 -

特別利益
Extraordinary Income 674 249 0.2% 843 0.9% 594 338.6% 169 125.1%

特別損失
Extraordinary Losses 4,023 944 0.7% 5,598 5.8% 4,654 593.0% 1,575 139.1%

△ 7,788 9,593 7.3% △ 8,933 -9.3% △ 18,526 - △ 1,145 -

△ 7,995 6,058 4.6% △ 10,979 -11.4% △ 17,037 - △ 2,984 -

94 68 72 4 105.9% △ 22 76.6%

4,795 4,659 4,513 △ 146 96.9% △ 282 94.1%

7,020 6,564 6,695 131 102.0% △ 325 95.4%
設備投資額
Capital Investment

令和3年2月期
Result of FY 2020

親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

税引前当期純利益
Income before income taxes

売上高
Net Sales

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

令和2年2月期

Result of  FY2019

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

新規出店
New Stores   *海外出店除く

減価償却
Depreciation


■決算ｻﾏﾘｰ

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

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

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		($276.90)		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		($10.00)		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

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

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

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

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

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-		273		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-		262		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		125.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-		△ 1,145		-

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-		△ 2,984		-

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

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

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

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

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

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

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

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

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

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

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

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

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

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

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

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

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

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

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

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

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

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

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

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

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

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

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

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

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

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

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

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

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

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

								9		8		8		7						1

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

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

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

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

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

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

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

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

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

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

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



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

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

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

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

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

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

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

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

										↑

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

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

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

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

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

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

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

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

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

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

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

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

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

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

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

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

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

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

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

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

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

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

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

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

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

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

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

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

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

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

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

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

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

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

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

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

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

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

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

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		(2,764)		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(2,735)		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		(6,409)		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		(1,898)		1,535		3,433		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(1,820)		1,604		3,424		-

						当期利益 トウキリエキ		(4,797)		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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＊上記数値については、グループ連結消去前（事業会社の子会社は含む）の数値となります。

３．主要事業会社の損益
Results of FY 2020, Non-Consolidated

（百万円）(\ mil)

2020/2
売上比

2021/2 売上比 増減額 増減率 2020/2
売上比

2021/2 売上比 増減額 増減率 2020/2
売上比

2021/2 売上比 増減額 増減率

実績 Ratio 実績 Ratio increase %change 実績 Ratio 実績 Ratio increase %change 実績 Ratio 実績 Ratio increase %change

79,813 100.0% 58,576 100.0% △ 21,237 73.4% 47,283 100.0% 34,198 100.0% △ 13,085 72.3% 8,660 100.0% 6,707 100.0% △ 1,953 77.4%

39,228 49.1% 27,019 46.1% △ 12,209 68.9% 35,423 74.9% 25,039 73.2% △ 10,384 70.7% 3,566 41.2% 2,789 41.6% △ 777 78.2%

34,381 43.1% 29,783 50.8% △ 4,598 86.6% 30,987 65.5% 26,937 78.8% △ 4,050 86.9% 2,599 30.0% 2,462 36.7% △ 137 94.7%

人件費
Personal expenses 12,122 15.2% 10,633 18.2% △ 1,489 87.7% 15,411 32.6% 12,615 36.9% △ 2,796 81.9% 1,270 14.7% 1,218 18.2% △ 52 95.9%

その他
Other 22,258 27.9% 19,150 32.7% △ 3,108 86.0% 15,576 32.9% 14,322 41.9% △ 1,254 91.9% 1,327 15.3% 1,244 18.5% △ 83 93.7%

4,846 6.1% △ 2,764 -4.7% △ 7,610 - 4,436 9.4% △ 1,898 -5.6% △ 6,334 - 967 11.2% 327 4.9% △ 640 33.8%

営業外収益
Non-operating income 92 0.1% 78 0.1% △ 14 84.8% 73 0.2% 87 0.3% 14 119.2% 12 0.1% 8 0.1% △ 4 66.7%

営業外費用
Non-operating expense 58 0.1% 49 0.1% △ 9 84.5% 13 0.0% 9 0.0% △ 4 69.2% 17 0.2% 17 0.3% 0 100.0%

4,880 6.1% △ 2,735 -4.7% △ 7,615 - 4,497 9.5% △ 1,820 -5.3% △ 6,317 - 962 11.1% 318 4.7% △ 644 33.1%

特別利益
Extraordinary Income 47 0.1% 480 0.8% 433 1021.3% 111 0.2% 232 0.7% 121 209.0% 0 0.0% 54 0.8% 54 -

特別損失
Extraordinary Losses 549 0.7% 3,309 5.6% 2,760 602.7% 378 0.8% 2,239 6.5% 1,861 592.3% 47 0.5% 28 0.4% △ 19 59.6%

4,378 5.5% △ 5,564 -9.5% △ 9,942 - 4,230 8.9% △ 3,827 -11.2% △ 8,057 - 915 10.6% 344 5.1% △ 571 37.6%

2,904 3.6% △ 6,409 -10.9% △ 9,313 - 2,569 5.4% △ 4,797 -14.0% △ 7,366 - 584 6.7% 201 3.0% △ 383 34.4%

税引前当期純利益
Income before income taxes

当期純利益
Net income

売上高
Net Sales

粗利益
Gross Profit

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

前期比

Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計

令和2年2月期 令和3年2月期 前期比

ドトールコーヒー
Doutor Coffee

営業利益
Operating income

令和3年2月期 前期比

日本レストランシステム
Nippon Restaurant System

経常利益
Ordinary income

令和2年2月期 令和2年2月期 令和3年2月期


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		($276.90)		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		($10.00)		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-		273		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-		262		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-		△ 1,145		-

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-		△ 2,984		-

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		(2,764)		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(2,735)		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		(6,409)		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		(1,898)		1,535		3,433		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(1,820)		1,604		3,424		-

						当期利益 トウキリエキ		(4,797)		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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４．売上高の概要【連結】
Net Sales, Consolidated

* 店舗営業においては、ドトールコーヒー
日本レストランシステム、他を問わず、
4/8～5/26の緊急事態宣言期間を中心
に、休業や時間短縮営業を実施したこと
により、売上は大きく減少した。

* 既存店の状況は、業態による差異よりも
立地による差異が大きく生じている。
都市部のインテリジェントビルでは、在宅
勤務へ移行する企業が多く、就業人口が
減少し、一番大きな影響を受けた。
駅を中心とした繁華街も外出の自粛が浸
透したことから乗降客数に比例し減少。
郊外ロードサイド型店舗は比較的に減少
幅は低い。
業態においては、ベーカリー事業を展開
するサンメリーなどが、テイクアウト中心に
比較的順調に推移した。

* 卸売事業でも、取引先別で売上の差異
が大きく生じた。
スーパーなど量販店、通信販売などは、
業容拡大により、大きく伸長。
一方、首都圏を中心に、オフィスコーヒー
やコンビニなどが大きく減少。

2020/2 売上比 2021/2 売上比 増減額 増減率

実績 Ratio 実績 Ratio increase %change

131,193 100.0% 96,141 100.0% △ 35,052 73.3%

80,398 61.3% 55,365 57.6% △ 25,033 68.9%

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop 15,661 11.9% 9,666 10.1% △ 5,995 61.7%

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe 9,859 7.5% 5,480 5.7% △ 4,379 55.6%

その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor) 4,324 3.3% 3,257 3.4% △ 1,067 75.3%

洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon 13,705 10.4% 9,101 9.5% △ 4,604 66.4%

星乃珈琲店
Hoshino Coffee 15,874 12.1% 12,053 12.5% △ 3,821 75.9%

その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) 16,358 12.5% 11,784 12.3% △ 4,574 72.0%

サンメリー直営店
Sunmerry's Stores 2,973 2.3% 2,817 2.9% △ 156 94.8%

海外直営店
1,641 1.3% 1,205 1.3% △ 436 73.4%

48,048 36.6% 38,522 40.1% △ 9,526 80.2%

ＦＣ向卸売上
Sales to FC 20,649 15.7% 15,126 15.7% △ 5,523 73.3%

一般卸売上
Sales to others 27,397 20.9% 23,396 24.3% △ 4,001 85.4%

2,746 2.1% 2,079 2.2% △ 667 75.7%

加盟金収入
Participation Sales 64 0.0% 52 0.1% △ 12 81.3%

ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales 2,295 1.7% 1,867 1.9% △ 428 81.4%

店舗設計等収入
Stores　Design 386 0.3% 159 0.2% △ 227 41.2%

その他の営業収入
Other Sales

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

令和3年2月期

（百万円）(\ mil)
令和3年2月期 前期比

売上高
Net Sales

直営店
Directly Managed Stores

卸売り
Whole Sales


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		($276.90)		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		($10.00)		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-42.0%		273		94.1%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-40.6%		262		94.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-93.1%		△ 1,145		114.7%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-181.2%		△ 2,984		137.3%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										備考 ビコウ

		38

		39														サンメリー閉店 ヘイテン

		40																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

		41														1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		42

		43														海外閉店 カイガイヘイテン

		44																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

		45

																業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ										備考 ビコウ

																		業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ

		サンメリー出店														1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

				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						2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075

		1		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148

																4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166				備考 ビコウ

																管轄移管 カンカツイカン

																		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

		海外（出店） カイガイ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		(2,764)		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(2,735)		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		(6,409)		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		(1,898)		1,535		3,433		-80.9%

						経常利益 ケイジョウリエキ		(1,820)		1,604		3,424		-88.1%

						当期利益 トウキリエキ		(4,797)		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)
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																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297







国内出店
Domes t i c

Opened

海外出店
Overseas

Opened

加盟店 15 0
直営店 10 0
合計 25 0

加盟店 0 0
直営店 5 0
合計 5 0

加盟店 0 0
直営店 5 0
合計 5 0

15 0
20 0
35 0

直営店 7 0
加盟店 0 0
直営店 11 1
加盟店 4 0
直営店 14 0
加盟店 0 0

36 1

Sunmerry's 直営店 1 0

Premium Coffee &Tea 直営店 0 0

72 1

新規出店総合計 73

合計

小計　Sub  To tal

洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon

星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop

その他
Other

小計　Sub  To tal

業態及び店舗種別
Business & RC/FC Type

ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop

エクセルシオール　カフェ
Excelsior Café

その他
Other

加盟店合計　FC Total

直営店合計　RC Total

6

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 ４店舗
北海道 ： 46店舗

東北 ： 95店舗

関東 ： 1,279店舗

中部 ： 154店舗

信越・北陸 ： 36店舗
関西 ： 245店舗

中国 ： 44店舗

四国 ： 8店舗

九州・沖縄 ： 105店舗

☆地域別店舗数

※グループ企業間の業態変更は、閉店及び新店でカウントしております

17年02月
FY2016

18年2月
FY2017

19年2月
FY2018

20年2月
FY2019

21年2月
FY2020

全店 1,123 1,126 1,113 1,100 1,081
（うちＦＣ） 927 935 924 912 877

全店 124 122 122 123 124
（うちＦＣ） 27 26 23 23 22

全店 59 53 47 41 40
（うちＦＣ） 57 52 46 40 38

全店 43 48 45 47 48
（うちＦＣ） 3 2 2 2 1

全店 1,349 1,349 1,327 1,311 1,293
（うちＦＣ） 1,014 1,015 995 977 938

全店 193 190 193 197 200
（うちＦＣ） 3 1 1 0 0

全店 184 210 233 253 267
（うちＦＣ） 14 18 23 31 35

その他
Other

186 196 204 207 210

全店 563 596 630 657 677
（うちＦＣ） 17 19 24 31 35

全店 36 41 41 41 41
（うち星乃珈琲） 4 4 4 4 5

全店 1,959 1,987 1,999 2,010 2,012
（うちＦＣ） 1,031 1,034 1,019 1,008 973

シンガポール 10 12 11 12 13
マレーシア 3 5 6 4 4
台湾 4 1 1 2 2
韓国 1 1 2 2 2
その他 2 0 2 3 3

海外　計 20 19 22 23 24

1

2,033

1

全店 1,979 2,006 2,021

1 1

D&Nインターナショナル
D&N In tern at ional

ホールディングス総合計
HD Total

ホールディングス国内計
HD Total　（Domes t i c）

プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea

全店

星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop

ドトールコーヒー小計
Douto r Sub  To tal

サンメリー
Sunmerry's

1

2,036

洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon

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

その他
Others


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		95,963		△ 35,230		73.1%

		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		10,289		△ 4,285		△ 14,574		-41.6%

		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		10,287		△ 4,143		△ 14,430		-40.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,945		△ 17,003		-180.7%

		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		$137.13		($247.60)		△ 384.73		-180.6%

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		($276.90)		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		($10.00)		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%				-		-24.8%

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%				-		-80.9%

		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		（％）		5.8%				-		-5.8%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%				-		-8.0%

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%				0.0%		△ 131,193		0.0%		△ 99,832		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%				0.0%		△ 79,354		0.0%		△ 57,470		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%				0.0%		△ 69,064		0.0%		△ 62,063		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%				0.0%		△ 29,900		0.0%		△ 27,051		0.0%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%				0.0%		△ 39,164		0.0%		△ 35,012		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%				0.0%		△ 10,289		0.0%		4,592		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%				0.0%		△ 194		0.0%		△ 266		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%				0.0%		△ 196		0.0%		△ 113		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%				0.0%		△ 10,287		0.0%		4,439		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%				0.0%		△ 249		0.0%		△ 674		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%				0.0%		△ 944		0.0%		△ 4,023		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				△ 7,788		9,593		7.3%				0.0%		△ 9,593		0.0%		7,788		0.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%				0.0%		△ 6,058		0.0%		7,995		0.0%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				0				△ 6,564		0.0%		△ 7,020		0.0%

						102.66%		63.09%				0.00%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%				0.0%		△ 79,813		0.0%		47,283		100.0%				0.0%		△ 47,283		0.0%						0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%				0.0%		△ 39,228		0.0%		35,423		74.9%				0.0%		△ 35,423		0.0%						0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%				0.0%		△ 34,381		0.0%		30,987		65.5%				0.0%		△ 30,987		0.0%						0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%				0.0%		△ 12,122		0.0%		15,411		32.6%				0.0%		△ 15,411		0.0%						0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%				0.0%		△ 22,258		0.0%		15,576		32.9%				0.0%		△ 15,576		0.0%						0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%				0.0%		△ 4,846		0.0%		4,436		9.4%				0.0%		△ 4,436		0.0%						0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%				0.0%		△ 92		0.0%		73		0.2%				0.0%		△ 73		0.0%						0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%				0.0%		△ 58		0.0%		13		0.0%				0.0%		△ 13		0.0%						0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%				0.0%		△ 4,880		0.0%		4,497		9.5%				0.0%		△ 4,497		0.0%						0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%				0.0%		△ 47		0.0%		111		0.2%				0.0%		△ 111		0.0%						0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%				0.0%		△ 549		0.0%		378		0.8%				0.0%		△ 378		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		4,378		5.5%				0.0%		△ 4,378		0.0%		4,230		8.9%				0.0%		△ 4,230		0.0%						0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%				0.0%		△ 2,904		0.0%		2,569		5.4%				0.0%		△ 2,569		0.0%						0.0%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%				0.0%		△ 4,947		0.0%		376		100.0%				0.0%		△ 376		0.0%				3,713		100.0%				0.0%		△ 3,713		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%				0.0%		△ 1,408		0.0%		139		37.0%				0.0%		△ 139		0.0%				2,158		58.1%				0.0%		△ 2,158		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%				0.0%		△ 475		0.0%		85		22.6%				0.0%		△ 85		0.0%				2,124		57.2%				0.0%		△ 2,124		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%				0.0%		△ 138		0.0%		28		7.4%				0.0%		△ 28		0.0%				1,132		30.5%				0.0%		△ 1,132		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%				0.0%		△ 336		0.0%		56		14.9%				0.0%		△ 56		0.0%				991		26.7%				0.0%		△ 991		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%				0.0%		△ 933		0.0%		54		14.4%				0.0%		△ 54		0.0%				34		0.9%				0.0%		△ 34		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		1		0.3%				0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%				0.0%		△ 11		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		6		1.6%				0.0%		△ 6		0.0%				17		0.5%				0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%				0.0%		△ 934		0.0%		49		13.0%				0.0%		△ 49		0.0%				28		0.8%				0.0%		△ 28		0.0%

				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%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				47		1.3%				0.0%		△ 47		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		934		18.9%				0.0%		△ 934		0.0%		49		13.0%				0.0%		△ 49		0.0%				△ 19		-0.5%				0.0%		19		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%				0.0%		△ 610		0.0%		41		10.9%				0.0%		△ 41		0.0%				△ 26		-0.7%				0.0%		26		0.0%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		0		0.0%		△ 79,813		0.0%		47,283		100.0%		0		0.0%		△ 47,283		0.0%				0		0.0%										8,660		100.0%		0		0.0%		△ 8,660		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		0		0.0%		△ 39,228		0.0%		35,423		74.9%		0		0.0%		△ 35,423		0.0%				0		0.0%										3,566		41.2%		0		0.0%		△ 3,566		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		0		0.0%		△ 34,381		0.0%		30,987		65.5%		0		0.0%		△ 30,987		0.0%				0		0.0%										2,599		30.0%		0		0.0%		△ 2,599		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		0		0.0%		△ 12,122		0.0%		15,411		32.6%		0		0.0%		△ 15,411		0.0%				0		0.0%										1,270		14.7%		0		0.0%		△ 1,270		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		0		0.0%		△ 22,258		0.0%		15,576		32.9%		0		0.0%		△ 15,576		0.0%				0		0.0%										1,327		15.3%		0		0.0%		△ 1,327		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		0		0.0%		△ 4,846		0.0%		4,436		9.4%		0		0.0%		△ 4,436		0.0%				0		0.0%										967		11.2%		0		0.0%		△ 967		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		0		0.0%		△ 92		0.0%		73		0.2%		0		0.0%		△ 73		0.0%				0		0.0%										12		0.1%		0		0.0%		△ 12		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%		13		0.0%		0		0.0%		△ 13		0.0%				0		0.0%										17		0.2%		0		0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		0		0.0%		△ 4,880		0.0%		4,497		9.5%		0		0.0%		△ 4,497		0.0%				0		0.0%										962		11.1%		0		0.0%		△ 962		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		0		0.0%		△ 47		0.0%		111		0.2%		0		0.0%		△ 111		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		549		0.7%		0		0.0%		△ 549		0.0%		378		0.8%		0		0.0%		△ 378		0.0%				0		0.0%										47		0.5%		0		0.0%		△ 47		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		4,378		5.5%		0		0.0%		△ 4,378		0.0%		4,230		8.9%		0		0.0%		△ 4,230		0.0%				0		0.0%										915		10.6%		0		0.0%		△ 915		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		0		0.0%		△ 2,904		0.0%		2,569		5.4%		0		0.0%		△ 2,569		0.0%				0		0.0%										584		6.7%		0		0.0%		△ 584		0.0%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		0		0.0%		△ 58,434		0.0%		37,754		100.0%		0		0.0%		△ 37,754		0.0%				0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		0		0.0%		△ 27,696		0.0%		26,777		70.9%		0		0.0%		△ 26,777		0.0%				0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		0		0.0%		△ 30,506		0.0%		28,253		74.8%		0		0.0%		△ 28,253		0.0%				0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		0		0.0%		△ 10,994		0.0%		13,801		36.6%		0		0.0%		△ 13,801		0.0%				0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		0		0.0%		△ 19,512		0.0%		14,452		38.3%		0		0.0%		△ 14,452		0.0%				0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		0		0.0%		2,810		0.0%		△ 1,476		-3.9%		0		0.0%		1,476		0.0%				0		0.0%

				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%		0		0.0%		△ 127		0.0%		75		0.2%		0		0.0%		△ 75		0.0%				0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		0		0.0%		△ 34		0.0%		6		0.0%		0		0.0%		△ 6		0.0%				0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		0		0.0%		2,717		0.0%		△ 1,407		-3.7%		0		0.0%		1,407		0.0%				0		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		0		0.0%		△ 306		0.0%		250		0.7%		0		0.0%		△ 250		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		0		0.0%		△ 2,233		0.0%		1,770		4.7%		0		0.0%		△ 1,770		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		△ 4,644		-7.9%		0		0.0%		4,644		0.0%		△ 2,927		-7.8%		0		0.0%		2,927		0.0%				0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		0		0.0%		4,843		0.0%		△ 3,108		-8.2%		0		0.0%		3,108		0.0%				0		0.0%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		0		0.0%		△ 2,856		0.0%		330		100.0%		0		0.0%		△ 330		0.0%				2,970		100.0%		0		0.0%		△ 2,970		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		0		0.0%		△ 517		0.0%		146		44.2%		0		0.0%		△ 146		0.0%				1,726		58.1%		0		0.0%		△ 1,726		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		0		0.0%		△ 409		0.0%		112		33.9%		0		0.0%		△ 112		0.0%				1,843		62.1%		0		0.0%		△ 1,843		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		0		0.0%		△ 142		0.0%		34		10.3%		0		0.0%		△ 34		0.0%				1,050		35.4%		0		0.0%		△ 1,050		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		0		0.0%		△ 267		0.0%		78		23.6%		0		0.0%		△ 78		0.0%				793		26.7%		0		0.0%		△ 793		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		35		10.6%		0		0.0%		△ 35		0.0%				△ 116		-3.9%		0		0.0%		116		0.0%

				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%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		0		0.0%		△ 6		0.0%				17		0.6%		0		0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		30		9.1%		0		0.0%		△ 30		0.0%				△ 130		-4.4%		0		0.0%		130		0.0%

				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%

				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%		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		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		30		9.1%		0		0.0%		△ 30		0.0%				△ 130		-4.4%		0		0.0%		130		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		0		0.0%		△ 71		0.0%		25		7.6%		0		0.0%		△ 25		0.0%				△ 140		-4.7%		0		0.0%		140		0.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		95,963		100.0%		△ 35,230		73.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.7%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.6%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.8%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.4%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				0





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		7,700		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		0		0.0%				0.0%		0		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		0		0.0%				0.0%		0		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		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				2,650		0		0.0%				0.0%		0		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		0		0.0%				0.0%		0		－

		新規出店数
New Stores				23		72								△ 72		0.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513								△ 4,513		0.0%

		設備投資額
Capital investment				2,700		0								0		0.0%





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		0				0		0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		0				0		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		0				0		-

						当期利益 トウキリエキ		0				0		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		0				0		0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		0				0		0.0%

						経常利益 ケイジョウリエキ		0				0		0.0%

						当期利益 トウキリエキ		0				0		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating 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%

				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		0.0%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary 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%		0		0.0%				0.0%		0		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		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net 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%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating 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%

				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%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0				0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary 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

				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%		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		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net 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%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297






■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		95,963		△ 35,230		73.1%

		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		10,289		△ 4,285		△ 14,574		-41.6%

		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		10,287		△ 4,143		△ 14,430		-40.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,945		△ 17,003		-180.7%

		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		$137.13		($247.60)		△ 384.73		-180.6%

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		($276.90)		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		($10.00)		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%				-		-24.8%

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%				-		-80.9%

		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		（％）		5.8%				-		-5.8%

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%				-		-8.0%

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%				0.0%		△ 131,193		0.0%		△ 99,832		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%				0.0%		△ 79,354		0.0%		△ 57,470		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%				0.0%		△ 69,064		0.0%		△ 62,063		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%				0.0%		△ 29,900		0.0%		△ 27,051		0.0%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%				0.0%		△ 39,164		0.0%		△ 35,012		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%				0.0%		△ 10,289		0.0%		4,592		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%				0.0%		△ 194		0.0%		△ 266		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%				0.0%		△ 196		0.0%		△ 113		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%				0.0%		△ 10,287		0.0%		4,439		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%				0.0%		△ 249		0.0%		△ 674		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%				0.0%		△ 944		0.0%		△ 4,023		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				△ 7,788		9,593		7.3%				0.0%		△ 9,593		0.0%		7,788		0.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%				0.0%		△ 6,058		0.0%		7,995		0.0%

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				0				△ 6,564		0.0%		△ 7,020		0.0%

						102.66%		63.09%				0.00%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%				0.0%		△ 79,813		0.0%		47,283		100.0%				0.0%		△ 47,283		0.0%						0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%				0.0%		△ 39,228		0.0%		35,423		74.9%				0.0%		△ 35,423		0.0%						0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%				0.0%		△ 34,381		0.0%		30,987		65.5%				0.0%		△ 30,987		0.0%						0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%				0.0%		△ 12,122		0.0%		15,411		32.6%				0.0%		△ 15,411		0.0%						0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%				0.0%		△ 22,258		0.0%		15,576		32.9%				0.0%		△ 15,576		0.0%						0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%				0.0%		△ 4,846		0.0%		4,436		9.4%				0.0%		△ 4,436		0.0%						0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%				0.0%		△ 92		0.0%		73		0.2%				0.0%		△ 73		0.0%						0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%				0.0%		△ 58		0.0%		13		0.0%				0.0%		△ 13		0.0%						0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%				0.0%		△ 4,880		0.0%		4,497		9.5%				0.0%		△ 4,497		0.0%						0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%				0.0%		△ 47		0.0%		111		0.2%				0.0%		△ 111		0.0%						0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%				0.0%		△ 549		0.0%		378		0.8%				0.0%		△ 378		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		4,378		5.5%				0.0%		△ 4,378		0.0%		4,230		8.9%				0.0%		△ 4,230		0.0%						0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%				0.0%		△ 2,904		0.0%		2,569		5.4%				0.0%		△ 2,569		0.0%						0.0%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%				0.0%		△ 4,947		0.0%		376		100.0%				0.0%		△ 376		0.0%				3,713		100.0%				0.0%		△ 3,713		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%				0.0%		△ 1,408		0.0%		139		37.0%				0.0%		△ 139		0.0%				2,158		58.1%				0.0%		△ 2,158		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%				0.0%		△ 475		0.0%		85		22.6%				0.0%		△ 85		0.0%				2,124		57.2%				0.0%		△ 2,124		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%				0.0%		△ 138		0.0%		28		7.4%				0.0%		△ 28		0.0%				1,132		30.5%				0.0%		△ 1,132		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%				0.0%		△ 336		0.0%		56		14.9%				0.0%		△ 56		0.0%				991		26.7%				0.0%		△ 991		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%				0.0%		△ 933		0.0%		54		14.4%				0.0%		△ 54		0.0%				34		0.9%				0.0%		△ 34		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%				0.0%		△ 1		0.0%		1		0.3%				0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%				0.0%		△ 11		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		6		1.6%				0.0%		△ 6		0.0%				17		0.5%				0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%				0.0%		△ 934		0.0%		49		13.0%				0.0%		△ 49		0.0%				28		0.8%				0.0%		△ 28		0.0%

				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%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				47		1.3%				0.0%		△ 47		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		934		18.9%				0.0%		△ 934		0.0%		49		13.0%				0.0%		△ 49		0.0%				△ 19		-0.5%				0.0%		19		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%				0.0%		△ 610		0.0%		41		10.9%				0.0%		△ 41		0.0%				△ 26		-0.7%				0.0%		26		0.0%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		0		0.0%		△ 79,813		0.0%		47,283		100.0%		0		0.0%		△ 47,283		0.0%				0		0.0%										8,660		100.0%		0		0.0%		△ 8,660		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		0		0.0%		△ 39,228		0.0%		35,423		74.9%		0		0.0%		△ 35,423		0.0%				0		0.0%										3,566		41.2%		0		0.0%		△ 3,566		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		0		0.0%		△ 34,381		0.0%		30,987		65.5%		0		0.0%		△ 30,987		0.0%				0		0.0%										2,599		30.0%		0		0.0%		△ 2,599		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		0		0.0%		△ 12,122		0.0%		15,411		32.6%		0		0.0%		△ 15,411		0.0%				0		0.0%										1,270		14.7%		0		0.0%		△ 1,270		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		0		0.0%		△ 22,258		0.0%		15,576		32.9%		0		0.0%		△ 15,576		0.0%				0		0.0%										1,327		15.3%		0		0.0%		△ 1,327		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		0		0.0%		△ 4,846		0.0%		4,436		9.4%		0		0.0%		△ 4,436		0.0%				0		0.0%										967		11.2%		0		0.0%		△ 967		0.0%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		0		0.0%		△ 92		0.0%		73		0.2%		0		0.0%		△ 73		0.0%				0		0.0%										12		0.1%		0		0.0%		△ 12		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		0		0.0%		△ 58		0.0%		13		0.0%		0		0.0%		△ 13		0.0%				0		0.0%										17		0.2%		0		0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		0		0.0%		△ 4,880		0.0%		4,497		9.5%		0		0.0%		△ 4,497		0.0%				0		0.0%										962		11.1%		0		0.0%		△ 962		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		0		0.0%		△ 47		0.0%		111		0.2%		0		0.0%		△ 111		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		549		0.7%		0		0.0%		△ 549		0.0%		378		0.8%		0		0.0%		△ 378		0.0%				0		0.0%										47		0.5%		0		0.0%		△ 47		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		4,378		5.5%		0		0.0%		△ 4,378		0.0%		4,230		8.9%		0		0.0%		△ 4,230		0.0%				0		0.0%										915		10.6%		0		0.0%		△ 915		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		0		0.0%		△ 2,904		0.0%		2,569		5.4%		0		0.0%		△ 2,569		0.0%				0		0.0%										584		6.7%		0		0.0%		△ 584		0.0%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		0		0.0%		△ 58,434		0.0%		37,754		100.0%		0		0.0%		△ 37,754		0.0%				0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		0		0.0%		△ 27,696		0.0%		26,777		70.9%		0		0.0%		△ 26,777		0.0%				0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		0		0.0%		△ 30,506		0.0%		28,253		74.8%		0		0.0%		△ 28,253		0.0%				0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		0		0.0%		△ 10,994		0.0%		13,801		36.6%		0		0.0%		△ 13,801		0.0%				0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		0		0.0%		△ 19,512		0.0%		14,452		38.3%		0		0.0%		△ 14,452		0.0%				0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		0		0.0%		2,810		0.0%		△ 1,476		-3.9%		0		0.0%		1,476		0.0%				0		0.0%

				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%		0		0.0%		△ 127		0.0%		75		0.2%		0		0.0%		△ 75		0.0%				0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		0		0.0%		△ 34		0.0%		6		0.0%		0		0.0%		△ 6		0.0%				0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		0		0.0%		2,717		0.0%		△ 1,407		-3.7%		0		0.0%		1,407		0.0%				0		0.0%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		0		0.0%		△ 306		0.0%		250		0.7%		0		0.0%		△ 250		0.0%				0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		0		0.0%		△ 2,233		0.0%		1,770		4.7%		0		0.0%		△ 1,770		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		△ 4,644		-7.9%		0		0.0%		4,644		0.0%		△ 2,927		-7.8%		0		0.0%		2,927		0.0%				0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		0		0.0%		4,843		0.0%		△ 3,108		-8.2%		0		0.0%		3,108		0.0%				0		0.0%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		0		0.0%		△ 2,856		0.0%		330		100.0%		0		0.0%		△ 330		0.0%				2,970		100.0%		0		0.0%		△ 2,970		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		0		0.0%		△ 517		0.0%		146		44.2%		0		0.0%		△ 146		0.0%				1,726		58.1%		0		0.0%		△ 1,726		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		0		0.0%		△ 409		0.0%		112		33.9%		0		0.0%		△ 112		0.0%				1,843		62.1%		0		0.0%		△ 1,843		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		0		0.0%		△ 142		0.0%		34		10.3%		0		0.0%		△ 34		0.0%				1,050		35.4%		0		0.0%		△ 1,050		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		0		0.0%		△ 267		0.0%		78		23.6%		0		0.0%		△ 78		0.0%				793		26.7%		0		0.0%		△ 793		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		35		10.6%		0		0.0%		△ 35		0.0%				△ 116		-3.9%		0		0.0%		116		0.0%

				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%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		0		0.0%		△ 6		0.0%				17		0.6%		0		0.0%		△ 17		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		30		9.1%		0		0.0%		△ 30		0.0%				△ 130		-4.4%		0		0.0%		130		0.0%

				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%

				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%		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		108		3.8%		0		0.0%		△ 108		0.0%		30		9.1%		0		0.0%		△ 30		0.0%				△ 130		-4.4%		0		0.0%		130		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		0		0.0%		△ 71		0.0%		25		7.6%		0		0.0%		△ 25		0.0%				△ 140		-4.7%		0		0.0%		140		0.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		95,963		100.0%		△ 35,230		73.1%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.7%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.6%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.8%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.4%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				0





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036





■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		7,700		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		0		0.0%				0.0%		0		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		0		0.0%				0.0%		0		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		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				2,650		0		0.0%				0.0%		0		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		0		0.0%				0.0%		0		－

		新規出店数
New Stores				23		72								△ 72		0.0%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513								△ 4,513		0.0%

		設備投資額
Capital investment				2,700		0								0		0.0%





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		0				0		0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		0				0		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		0				0		-

						当期利益 トウキリエキ		0				0		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		0				0		0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		0				0		0.0%

						経常利益 ケイジョウリエキ		0				0		0.0%

						当期利益 トウキリエキ		0				0		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating 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%

				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		0.0%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary 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%		0		0.0%				0.0%		0		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		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net 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%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー
D&N Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

				その他
Other ソノタ		Other		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating 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%

				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%				0.0%		0		0.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%				0.0%		0				0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary 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

				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%		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		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%				0		0.0%				0.0%		0		0.0%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net 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%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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６．今期計画
Plan for FY 2021 Financial Results, Consolidated

■業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項

本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。実際の業績は市場
動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追
加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます。

【今期計画の前提】

（出店閉店）
ドトール 日レス

新規出店 ４５店 ４０店
退店 ３０店 ５店
*グループ全体で８５店舗程度の出店。

（既存店前年比）
ドトール 日レス

既存店 １３３．６％ １３４．８％
*既存店計画は年間平均。
※前々年比 ８９．７％ ８３．８％

【主要事業会社の計画】

21/2月期 22/2月期
（実績） （計画） 金額 前期比

売上高 58,576 74,977 16,401 128.0%
営業利益 △ 2,764 1,417 4,181 -
経常利益 △ 2,735 1,492 4,227 -
当期利益 △ 6,409 1,712 8,121 -

売上高 34,198 44,602 10,404 130.4%

営業利益 △ 1,898 1,535 3,433 -
経常利益 △ 1,820 1,604 3,424 -
当期利益 △ 4,797 2,566 7,363 -

対前年比

ド
ト
ー

ル

日
レ
ス

（百万円）(\ mil)

金額
Actual

売上比
Ratio

金額
Plan

売上比
Ratio

前年増減額
increase

増減率
%change

96,141 100.0% 122,180 100.0% 26,039 127.1%

55,775 58.0% 73,097 59.8% 17,322 131.1%

60,094 62.5% 70,051 57.3% 9,957 116.6%

人件費
Personal expenses 25,470 26.5% 30,002 24.6% 4,532 117.8%

その他
Other 34,624 36.0% 40,049 32.8% 5,425 115.7%

△ 4,319 -4.5% 3,046 2.5% 7,365 －

営業外収益
Non-operating income 238 0.2% 213 0.2% △ 25 89.5%

営業外費用
Non-operating expense 96 0.1% 69 0.1% △ 27 71.9%

△ 4,177 -4.3% 3,190 2.6% 7,367 －

特別利益
Extraordinary Income 843 0.9% 2,840 2.3% 1,997 336.9%

特別損失
Extraordinary Losses 5,598 5.8% 350 0.3% △ 5,248 6.3%

△ 8,933 -9.3% 5,680 4.6% 14,613 －

△ 10,979 -11.4% 4,374 3.6% 15,353 －

72 85 13 118.1%

4,513 4,057 △ 456 89.9%

6,695 5,323 △ 1,372 79.5%

販売管理費
Selling, General and Administrative expenses

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

連結【Consolidated】

2021年2月期
Results of FY 2020

設備投資額
Capital investment

税引前当期純利益
Income before income taxes

親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent

新規出店数
New Stores

減価償却費
Depreciation

2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021

売上高
Net Sales

営業利益
Operating income

経常利益
Ordinary income

粗利益
Gross Profit


■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		△ 276.90		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		△ 10.00		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-		273		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-		262		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		125.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-		△ 1,145		-

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-		△ 2,984		-

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 4,319		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 4,177		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		△ 8,933		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		△ 10,979		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 2,764		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 2,735		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 6,409		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,898		1,535		3,433		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,820		1,604		3,424		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 4,797		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)
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																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297






■決算ｻﾏﾘｰ

		1.決算サマリー ケッサン		Summary of financial results

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD						令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ		前期比 ゼンキヒ

								2020/2		2021/2		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		(increase)		(%change)

		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		131,193		96,141		△ 35,052		73.3%

		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		10,289		△ 4,319		△ 14,608		-

		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		10,287		△ 4,177		△ 14,464		-

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		Profit attributable to owners of parent		百万円(\ mil) ヒャクマンエン		6,058		△ 10,979		△ 17,037		-

		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		$137.13		△ 248.38		△ 385.51		-

		一株当り純資産額 ヒトカブアジュンシサンガク		Stockholders' equity per share		円(\) エン		$2,397.94		$2,121.04		△ 276.90		88.5%

		一株当り配当金 ヒトカブアハイトウキン		Dividends per share		円(\) エン		$34.00		$24.00		△ 10.00		70.6%

		配当性向 ハイトウセイコウ		Pay out ratio		（％）		24.8%		-		-		-

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		Shareholders' equity ratio		（％）		80.9%		81.4%		-		0.5%

		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		（％）		5.8%		△11.0%		-		-

		総資本経常利益率 ソウシホンケイジョウリエキリツ		ROA		（％）		8.0%		△3.4%		-		-

										令和2年2月期 レイワネンヘイネンガツキ		令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ

										2020/2		2021/2

		総資産 ソウシサン		Total Assets				百万円(\mil) ヒャクマンエン		131,042		115,246

		純資産 ジュンシサン		Shareholder' Equity				百万円(\mil) ヒャクマンエン		106,139		94,000

		期末発行済株式数 キマツハッコウズカブシキスウ		Number of shares outstanding as of year-end				株 カブ		50,609,761		45,609,761

		期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ		Average number of shares outstanding				株 カブ		44,182,936		44,204,426

		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		12,175		△ 2,883

		投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ トウシカツドウ		Investing Activities				百万円(\ mil) ヒャクマンエン		△ 5,192		△ 5,949

		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		△ 2,406		△ 2,146

		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		37,317		26,309

		設備投資 セツビトウシ		Capital Expenditures				百万円(\mil) ヒャクマンエン		6,564		6,695

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		Depreciation				百万円(\mil) ヒャクマンエン		4,659		4,513

		新規出店数 シンキシュッテンスウ		Number of New Open Shops				店 ミセ		68		72

		社員数 シャインスウ		Number of Employees				人 ヒト		2,740		2,755

										*		海外出店を除く カイガイシュッテンノゾ





■主要損益

		2.主要損益 シュヨウソンエキ				Income and expenses

																						（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD				令和3/2計画
Plan for FY2020 レイワケイカク		令和2年2月期
Result of  FY2019 レイワ				令和3年2月期
Result of FY 2020 レイカズネンヘイネンガツキ

						金額 キンガク		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		前年増減額 ゼンネンゾウゲンガク		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカクヒ

						Actual		Actual		Ratio		Actual		Ratio		increase		VS Prev.		increase		VS Budget

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				99,832		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%		△ 3,691		96.3%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				57,470		79,354		60.5%		55,775		58.0%		△ 23,579		70.3%		△ 1,695		97.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				62,063		69,064		52.6%		60,094		62.5%		△ 8,970		87.0%		△ 1,969		96.8%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		27,051		29,900		22.8%		25,470		26.5%		△ 4,430		85.2%		△ 1,581		94.2%

				その他
Other ソノタ		35,012		39,164		29.9%		34,624		36.0%		△ 4,540		88.4%		△ 388		98.9%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				△ 4,592		10,289		7.8%		△ 4,319		-4.5%		△ 14,608		-		273		-

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		266		194		0.1%		238		0.2%		44		122.7%		△ 28		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		113		196		0.1%		96		0.1%		△ 100		49.0%		△ 17		85.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				△ 4,439		10,287		7.8%		△ 4,177		-4.3%		△ 14,464		-		262		-

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		674		249		0.2%		843		0.9%		594		338.6%		169		125.1%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		4,023		944		0.7%		5,598		5.8%		4,654		593.0%		1,575		139.1%

		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				△ 7,788		9,593		7.3%		△ 8,933		-9.3%		△ 18,526		-		△ 1,145		-

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				△ 7,995		6,058		4.6%		△ 10,979		-11.4%		△ 17,037		-		△ 2,984		-

		新規出店
New Stores   *海外出店除く シンキシュッテンカイガイシュッテンノゾ				94		68				72				4		105.9%		△ 22		76.6%

		減価償却
Depreciation ゲンカショウキャク				4,795		4,659				4,513				△ 146		96.9%		△ 282		94.1%

		設備投資額
Capital Investment セツビトウシガク				7,020		6,564				6,695				131		102.0%		△ 325		95.4%

						102.66%		63.09%				122.90%





■事業会社別損益（前年比）

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイワネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和3年2月期 レイワ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-57.0%		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-42.8%				389		5.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-56.0%		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-40.5%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				28		0.4%

		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		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-127.1%		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-90.5%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-220.7%		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-186.7%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		4,947		100.0%		3,274		100.0%		△ 1,673		66.2%		376		100.0%		336		100.0%		△ 40		89.4%				3,713		100.0%		3,433		100.0%		△ 280		92.5%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		1,408		28.5%		772		23.6%		△ 636		54.8%		139		37.0%		148		44.0%		9		106.5%				2,158		58.1%		2,017		58.8%		△ 141		93.5%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		475		9.6%		408		12.5%		△ 67		85.9%		85		22.6%		86		25.6%		1		101.2%				2,124		57.2%		2,054		59.8%		△ 70		96.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		138		2.8%		128		3.9%		△ 10		92.8%		28		7.4%		27		8.0%		△ 1		96.4%				1,132		30.5%		1,090		31.8%		△ 42		96.3%

				その他
Other ソノタ		Other		336		6.8%		280		8.6%		△ 56		83.3%		56		14.9%		59		17.6%		3		105.4%				991		26.7%		964		28.1%		△ 27		97.3%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		933		18.9%		364		11.1%		△ 569		39.0%		54		14.4%		62		18.5%		8		114.8%				34		0.9%		△ 37		-1.1%		△ 71		-108.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		1		0.0%		2		0.1%		1		200.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				11		0.3%		6		0.2%		△ 5		54.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.6%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		934		18.9%		366		11.2%		△ 568		39.2%		49		13.0%		56		16.7%		7		114.3%				28		0.8%		△ 48		-1.4%		△ 76		-171.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				47		1.3%		6		0.2%		△ 41		12.8%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		934		18.9%		395		12.1%		△ 539		42.3%		49		13.0%		58		17.3%		9		118.4%				△ 19		-0.5%		△ 51		-1.5%		△ 32		268.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		610		12.3%		257		7.8%		△ 353		42.1%		41		10.9%		42		12.5%		1		102.4%				△ 26		-0.7%		△ 56		-1.6%		△ 30		215.4%





■事業会社別損益（前年比）②

		21.2月期　事業会社別前年比 ガツキジギョウガイシャベツゼンネンヒ				Income and expenses

																																																								（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ												Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー＆サンメリー合計 ゴウケイ

								令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ						平成29年2月期												令和2年2月期 レイワ				令和3年2月期				前期比 ゼンチュウカンキヒ

								2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		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		2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2017/2		売上比										2020/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績		Ratio										実績		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		79,813		100.0%		58,576		100.0%		△ 21,237		73.4%		47,283		100.0%		34,198		100.0%		△ 13,085		72.3%				0		0.0%										8,660		100.0%		6,707		100.0%		△ 1,953		77.4%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		39,228		49.1%		27,019		46.1%		△ 12,209		68.9%		35,423		74.9%		25,039		73.2%		△ 10,384		70.7%				0		0.0%										3,566		41.2%		2,789		41.6%		△ 777		78.2%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		34,381		43.1%		29,783		50.8%		△ 4,598		86.6%		30,987		65.5%		26,937		78.8%		△ 4,050		86.9%				0		0.0%										2,599		30.0%		2,462		36.7%		△ 137		94.7%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		12,122		15.2%		10,633		18.2%		△ 1,489		87.7%		15,411		32.6%		12,615		36.9%		△ 2,796		81.9%				0		0.0%										1,270		14.7%		1,218		18.2%		△ 52		95.9%

				その他
Other ソノタ		Other		22,258		27.9%		19,150		32.7%		△ 3,108		86.0%		15,576		32.9%		14,322		41.9%		△ 1,254		91.9%				0		0.0%										1,327		15.3%		1,244		18.5%		△ 83		93.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		4,846		6.1%		△ 2,764		-4.7%		△ 7,610		-		4,436		9.4%		△ 1,898		-5.6%		△ 6,334		-				0		0.0%										967		11.2%		327		4.9%		△ 640		33.8%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		92		0.1%		78		0.1%		△ 14		84.8%		73		0.2%		87		0.3%		14		119.2%				0		0.0%										12		0.1%		8		0.1%		△ 4		66.7%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		58		0.1%		49		0.1%		△ 9		84.5%		13		0.0%		9		0.0%		△ 4		69.2%				0		0.0%										17		0.2%		17		0.3%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		4,880		6.1%		△ 2,735		-4.7%		△ 7,615		-		4,497		9.5%		△ 1,820		-5.3%		△ 6,317		-				0		0.0%										962		11.1%		318		4.7%		△ 644		33.1%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		47		0.1%		480		0.8%		433		1021.3%		111		0.2%		232		0.7%		121		209.0%				0		0.0%										0		0.0%		54		0.8%		54		-

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		549		0.7%		3,309		5.6%		2,760		602.7%		378		0.8%		2,239		6.5%		1,861		592.3%				0		0.0%										47		0.5%		28		0.4%		△ 19		59.6%

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		4,378		5.5%		△ 5,564		-9.5%		△ 9,942		-		4,230		8.9%		△ 3,827		-11.2%		△ 8,057		-				0		0.0%										915		10.6%		344		5.1%		△ 571		37.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		2,904		3.6%		△ 6,409		-10.9%		△ 9,313		-		2,569		5.4%		△ 4,797		-14.0%		△ 7,366		-				0		0.0%										584		6.7%		201		3.0%		△ 383		34.4%





■事業会社別損益（計画比） 

		21.2月期　事業会社別計画比 ガツキジギョウガイシャベツケイカクヒ				Income and expenses

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														その他
Other タ

								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期 レイワネンガツキ

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比 ウリアゲヒ

								計画 ケイカク		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				実績 ジッセキ		Ratio

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,434		100.0%		58,576		100.0%		142		100.2%		37,754		100.0%		34,198		100.0%		△ 3,556		90.6%				7,043		100.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,696		47.4%		27,019		46.1%		△ 677		97.6%		26,777		70.9%		25,039		73.2%		△ 1,738		93.5%				2,937		41.7%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		30,506		52.2%		29,783		50.8%		△ 723		97.6%		28,253		74.8%		26,937		78.8%		△ 1,316		95.3%				2,548		36.2%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,994		18.8%		10,633		18.2%		△ 361		96.7%		13,801		36.6%		12,615		36.9%		△ 1,186		91.4%				1,245		17.7%

				その他
Other ソノタ		Other		19,512		33.4%		19,150		32.7%		△ 362		98.1%		14,452		38.3%		14,322		41.9%		△ 130		99.1%				1,303		18.5%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		△ 2,810		-4.8%		△ 2,764		-4.7%		46		98.4%		△ 1,476		-3.9%		△ 1,898		-5.6%		△ 422		128.6%				389		5.5%

				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%		78		0.1%		△ 49		61.4%		75		0.2%		87		0.3%		12		116.0%				8		0.1%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		34		0.1%		49		0.1%		15		144.1%		6		0.0%		9		0.0%		3		150.0%				23		0.3%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		△ 2,717		-4.6%		△ 2,735		-4.7%		△ 18		100.7%		△ 1,407		-3.7%		△ 1,820		-5.3%		△ 413		129.4%				374		5.3%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		306		0.5%		480		0.8%		174		156.9%		250		0.7%		232		0.7%		△ 18		92.8%				56		0.8%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		2,233		3.8%		3,309		5.6%		1,076		148.2%		1,770		4.7%		2,239		6.5%		469		126.5%				28		0.4%

		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		△ 4,644		-7.9%		△ 5,564		-9.5%		△ 920		119.8%		△ 2,927		-7.8%		△ 3,827		-11.2%		△ 900		130.7%				402		5.7%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		△ 4,843		-8.3%		△ 6,409		-10.9%		△ 1,566		132.3%		△ 3,108		-8.2%		△ 4,797		-14.0%		△ 1,689		154.3%				243		3.5%

																														（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー												プレミアムコーヒー＆ティ														サンメリー

								令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ				令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ						令和3年2月期				令和3年2月期				計画比 ケイカクヒ

								2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ				2021/2		売上比		2021/2		売上比		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change		計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change				計画		Ratio		実績		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		2,856		100.0%		3,274		100.0%		418		114.6%		330		100.0%		336		100.0%		6		101.8%				2,970		100.0%		3,433		100.0%		463		115.6%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		517		18.1%		772		23.6%		255		149.3%		146		44.2%		148		44.0%		2		101.4%				1,726		58.1%		2,017		58.8%		291		116.9%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		409		14.3%		408		12.5%		△ 1		99.8%		112		33.9%		86		25.6%		△ 26		76.8%				1,843		62.1%		2,054		59.8%		211		111.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		142		5.0%		128		3.9%		△ 14		90.1%		34		10.3%		27		8.0%		△ 7		79.4%				1,050		35.4%		1,090		31.8%		40		103.8%

				その他
Other ソノタ		Other		267		9.3%		280		8.6%		13		104.9%		78		23.6%		59		17.6%		△ 19		75.6%				793		26.7%		964		28.1%		171		121.6%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		108		3.8%		364		11.1%		256		337.0%		35		10.6%		62		18.5%		27		177.1%				△ 116		-3.9%		△ 37		-1.1%		79		31.9%

				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%		2		0.1%		2		0.0%		1		0.3%		0		0.0%		△ 1		0.0%				3		0.1%		6		0.2%		3		200.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.6%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		108		3.8%		366		11.2%		258		338.9%		30		9.1%		56		16.7%		26		186.7%				△ 130		-4.4%		△ 48		-1.4%		82		36.9%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		0		0.0%		51		1.6%		51		0.0%		0		0.0%		2		0.6%		2		0.0%				0		0.0%		3		0.1%		3		0.0%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		0		0.0%		22		0.7%		22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0		0.0%		6		0.2%		6		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		108		3.8%		395		12.1%		287		365.7%		30		9.1%		58		17.3%		28		193.3%				△ 130		-4.4%		△ 51		-1.5%		79		39.2%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		71		2.5%		257		7.8%		186		362.0%		25		7.6%		42		12.5%		17		168.0%				△ 140		-4.7%		△ 56		-1.6%		84		40.0%





■売上高概要

		

				（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

				ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD ニチ								令和3年2月期 レイワ				令和3年2月期 レイカズネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ

												2020/2		売上比 ウリアゲヒ		2021/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

												実績 ジッセキ		Ratio		実績 ジッセキ		Ratio		increase		%change

				売上高
Net Sales ウリアゲダカ						Net Sales		131,193		100.0%		96,141		100.0%		△ 35,052		73.3%

						直営店
Directly Managed Stores チョクエイテン				Directly Managed Stores		80,398		61.3%		55,365		57.6%		△ 25,033		68.9%

								ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
Doutor Coffee Shop		Doutor Coffee Shop		15,661		11.9%		9,666		10.1%		△ 5,995		61.7%

								ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｶﾌｪ
Excelsior Caffe		Excelsior Caffe		9,859		7.5%		5,480		5.7%		△ 4,379		55.6%

								その他直営店(ﾄﾞﾄｰﾙ)
Other Stores (Doutor)		Other Stores (Doutor)		4,324		3.3%		3,257		3.4%		△ 1,067		75.3%

								洋麺屋五右衛門
Pasta Goemon ヨウメンヤゴエモン		Pasta Goemon		13,705		10.4%		9,101		9.5%		△ 4,604		66.4%

								星乃珈琲店
Hoshino Coffee ホシノコーヒーテン				15,874		12.1%		12,053		12.5%		△ 3,821		75.9%

								その他直営店(日レス)
Other Stores (NRS) ニチ		Other Stores (NRS)		16,358		12.5%		11,784		12.3%		△ 4,574		72.0%

								サンメリー直営店
Sunmerry's Stores				2,973		2.3%		2,817		2.9%		△ 156		94.8%

								海外直営店 カイガイチョクエイテン				1,641		1.3%		1,205		1.3%		△ 436		73.4%

						卸売り
Whole Sales オロシウ				Whole Sales		48,048		36.6%		38,522		40.1%		△ 9,526		80.2%

								ＦＣ向卸売上
Sales to FC		Sales to FC		20,649		15.7%		15,126		15.7%		△ 5,523		73.3%

								一般卸売上
Sales to others		Osales to others		27,397		20.9%		23,396		24.3%		△ 4,001		85.4%

						その他の営業収入
Other Sales タエイギョウシュウニュウ				Other Sales		2,746		2.1%		2,079		2.2%		△ 667		75.7%

								加盟金収入
Participation Sales		Participation Sales		64		0.0%		52		0.1%		△ 12		81.3%

								ロイヤリティ等収入
Royalty　Sales		Royalty　Sales		2,295		1.7%		1,867		1.9%		△ 428		81.4%

								店舗設計等収入
Stores　Design		Stores　Design		386		0.3%		159		0.2%		△ 227		41.2%

												7				178





■出店閉店業変

		

		ホールディングス出店状況 シュッテンジョウキョウ														ホールディングス閉店状況 ヘイテンジョウキョウ

		ドトール出店 シュッテン														ドトール閉店 ヘイテン

				業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		開店日 カイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ						業態名 ギョウタイメイ		店舗名 テンポメイ		閉店日 ヘイテンビ		備考 ビコウ		備考 ビコウ

		1		ドトールコーヒーショップ		熊本医療センター店 クマモトイリョウミセ		43,892								1		ドトールコーヒーショップ		瓦町店 カワラマチミセ		43,903

		2		ドトールコーヒーショップ		ビバモール東松山店 ヒガシマツヤマミセ		43,906								2		ドトールコーヒーショップ		EneJet名瀬町店 ナセマチミセ		43,921

		3		ドトールコーヒーショップ		博文堂国立店 ハクブンドウクニタチミセ		43,917								3		ドトールコーヒーショップ		EneJet野田店 ノダミセ		43,921

		4		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		武蔵小山店 ムサシコヤマミセ		43,920		RC						4		ドトールコーヒーショップ		EneJet刀水橋店 カタナミズハシミセ		43,921

		5		ドトールコーヒーショップ(ドッグ)		土岐プレミアム・アウトレット店 トキミセ		43,921		RC						5		ドトールコーヒーショップ		EneJet三郷店 ミサトミセ		43,921

		6		ドトールコーヒーショップ		有楽町駅前店 ユウラクチョウエキマエミセ		43,983		RC						6		ドトールコーヒーショップ		EneJet千代田ニュータウン店 チヨダミセ		43,921

		7		ドトールコーヒーショップ		パシフィコ横浜ノース店 ヨコハマミセ		43,983								7		ドトールコーヒーショップ		人形町3丁目店 ニンギョウチョウチョウメミセ		43,921

		8		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,992								8		ドトールコーヒーショップ		ASSE広島駅店 ヒロシマエキミセ		43,921

		9		ドトール珈琲店 コーヒーミセ		多摩センター店 タマミセ		44,000		RC						9		ドトールコーヒーショップ		新富町店 シントミチョウミセ		43,921

		10		オーバカナル		CIAL横浜店 ヨコハマミセ		44,000		RC						10		エクセルシオール カフェ		豊橋Kalmia店 トヨハシミセ		43,921		RC

		11		エクセルシオールカフェ		柏駅西口店 カシワエキニシグチミセ		44,001		RC						11		ドトールコーヒーショップ		名古屋市立東部医療センター店 ナゴヤシリツトウブイリョウミセ		43,949

		12		エクセルシオールカフェ		大塚駅前店 オオツカエキマエミセ		44,022		RC						12		ドトールコーヒーショップ		原宿竹下口店 ハラジュクタケシタグチミセ		43,966

		13		ドトールコーヒーショップ		とかちプラザ店 ミセ		44,028								13		ドトールコーヒーショップ		京急平和島店 ケイキュウヘイワジマミセ		43,966

		14		ドトールコーヒーショップ		庄内観光物産館店 ショウナイカンコウブッサンカンミセ		44,030								14		ドトールコーヒーショップ		成田赤十字病院店 ナリタセキジュウジビョウインミセ		43,982

		15		ドトールコーヒーショップ（ドッグ）		アリオ上尾店 アゲオミセ		44,034		RC						15		エクセルシオール カフェ		横浜中華街店 ヨコハマチュウカガイミセ		43,616		RC

		16		蕎麦いまゐ ソバ		四谷3丁目店 ヨツヤチョウメミセ		44,039		RC						16		ドトールコーヒーショップ		心斎橋プラザビル店 シンサイバシミセ		44,010

		17		エクセルシオールカフェ		大崎ニューシティ店 オオサキミセ		44,042		RC						17		ドトールコーヒーショップ		JR札幌北口店 サッポロキタグチミセ		44,012

		18		ドトールコーヒーショップ		ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ東水巻店 ヒガシミズマキミセ		44,044								18		ドトールコーヒーショップ		静岡バスターミナル店 シズオカミセ		44,012

		19		ドトールコーヒーショップ		京橋駅北口店 キョウバシエキキタグチミセ		44,054		RC						19		ドトールコーヒーショップ		下高井戸店 シモタカイドミセ		44,043

		20		カフェラミル		アルカキット錦糸町店 キンシチョウミセ		44,062		RC						20		ドトールコーヒーショップ		EneJetユーカリ店 ミセ		44,043

		21		ドトールコーヒーショップ		新横浜国際ホテル店 シンヨコハマコクサイミセ		44,071		RC						21		ドトールコーヒーショップ		EneJet星ヶ丘店 ホシガオカミセ		44,043

		22		ドトールコーヒーショップ		松下IMPビル店 マツシタミセ		44,074		RC						22		カフェラミル		浜松町店 ハママツチョウミセ		44,043		RC

		23		ドトールコーヒーショップ		グランエミオ所沢店 トコロザワミセ		44,076		RC						23		カフェラミル		東戸塚店 ヒガシトツカミセ		44,043		RC

		24		ドトールコーヒーショップ		ビバモール名古屋南店 ナゴヤミナミミセ		44,125								24		ドトールコーヒーショップ		いわき駅ビル店 エキミセ		44,074

		25		ドトールコーヒーショップ		戸塚駅店 トツカエキミセ		44,126								25		ドトールコーヒーショップ		垂水東店 タルミヒガシミセ		44,090

		26		ドトールコーヒーショップ		千葉県がんセンター店 チバケンミセ		44,130								26		エクセルシオール カフェ		名古屋国際ホテル店 ナゴヤコクサイミセ		44,099		RC

		27		ドトールコーヒーショップ		イトーヨーカドー綾瀬店 アヤセミセ		44,148								27		ドトールコーヒーショップ		池袋60階通り店 イケブクロカイトオミセ		44,101		RC

		28		ドトールコーヒーショップ		水戸北口駅前店 ミトキタグチエキマエテン		44,165								28		ドトールコーヒーショップ		Enejet嵐山店 アラシヤマミセ		44,104

		29		ドトールコーヒーショップ		ビバモール赤間店 アカマミセ		44,535								29		ドトールコーヒーショップ		富山赤十字病院店 トヤマセキジュウジビョウインミセ		44,104

		30		ドトールコーヒーショップ		八重洲ブックセンター店 ヤエスミセ		44,540		RC						30		ドトールコーヒーショップ		山口大学病院店 ヤマグチダイガクビョウインミセ		44,104

		31		ドトールコーヒーショップ		鶴見東口店 ツルミヒガシグチミセ		44,547		RC						31		ドトールコーヒーショップ		近畿学園前店 キンキガクエンマエミセ		44,104

		32		ドトールコーヒーショップ		小岩南口店 コイワミナミグチミセ		44,226		RC						32		ドトールコーヒーショップ		天神駅前店 テンジンエキマエミセ		44,129

		33		エクセルシオールカフェ		スカイツリーイーストタワー店 ミセ		44,245		RC						33		ドトールコーヒーショップ		市ヶ谷ブラザ店 イチガヤミセ		44,134

		34		エクセルシオールカフェ		東京ソラマチ店 トウキョウミセ		44,253		RC						34		ドトールコーヒーショップ		新座店 ニイザミセ		44,135

		35		ドトールコーヒーショップ		新青森駅前店 シンアオモリエキマエミセ		44,255								35		ドトールコーヒーショップ		府中本町店 フチュウホンマチミセ		44,135

																36		ドトールコーヒーショップ		川崎西口店 カワサキニシグチミセ		44,135

																37		ドトールコーヒーショップ		西荻窪北口店 ニシオギクボキタグチミセ		44,143

		日レス出店 ニチシュッテン														38		ドトールコーヒーショップ		三田3丁目店 ミタチョウメミセ		44,548

				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						39		ドトールコーヒーハウス		立川南口店 タチカワミナミグチミセ		44,560

		1		星乃珈琲		佐世保		43,891		FC						40		ドトールコーヒーショップ		東岸和田トークタウン店 ヒガシキシワダミセ		44,561

		2		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		明石魚住 アカシウオズミ		43,906								41		ドトールコーヒーショップ		駒澤大学駅前店 コマザワダイガクエキマエミセ		44,561		RC

		3		星乃珈琲 ホシノコーヒー		秋田		43,922		FC						42		コロラド		東松山店 ヒガシマツヤマミセ		44,211

		4		星乃珈琲 ホシノコーヒー		鳥取トリニティーモール		43,928		FC						43		ドトールコーヒーショップ		鹿児島天文館通り店 カゴシマテンモンカントオミセ		44,213		RC

		5		星乃珈琲 ホシノコーヒー		代々木 ヨヨギ		43,978								44		ドトールコーヒーショップ		JR大阪梅三小路店 オオサカウメサンコウジミセ		44,218		RC

		6		オーバカナル		原宿 ハラジュク		43,991								45		ドトールコーヒーショップ		地下鉄博博多口店 チカテツヒロシハカタクチテン		44,220

		7		ﾄﾞﾄｰﾙ珈琲農園		新横浜		43,983								46		ドトールコーヒーショップ		仙台あおば通店 センダイトオミセ		44,227

		8		洋麺屋五右衛門		ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心		43,990								47		ドトールコーヒーショップ		山形市立病院済生館店 ヤマガタシリツビョウインズイカンミセ		44,237

		9		星乃珈琲		コモレ四谷		43,991								48		ドトールコーヒーショップ		仙台北口店 センダイキタグチミセ		44,242

		10		星乃珈琲		横浜上郷町		43,999								49		ドトールコーヒーショップ		福島東口店 フクシマヒガシグチミセ		44,245

		11		星乃珈琲		北千住		44,004								50		エクセルシオール カフェ		神田小川町店 カンダオガワマチミセ		44,246		RC

		12		洋麺屋五右衛門		栃木		44,008								51		ドトールコーヒーショップ		青森駅店 アオモリエキミセ		44,248

		13		星乃珈琲		栃木		44,008								52		ドトールコーヒーショップ		旭川厚生病院店 アサヒカワコウセイビョウインミセ		44,255

		14		卵と私		本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ		44,011

		15		星乃珈琲		ソコラ武蔵小金井クロス		44,012		FC

		16		卵と私		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ		44,025								日レス閉店 ニチヘイテン

		17		洋麺屋五右衛門		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039				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

		18		星乃珈琲		横浜ﾊﾏﾎﾞｰﾙ		44,039								1		宮忠		銀座ｺｱ ギンザ		43,912

		19		星乃珈琲		銀座4丁目		44,071								2		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		広島駅ﾋﾞﾙ		43,921

		20		星乃珈琲 ノコーヒー		西新宿2号店 ニシシンジュクゴウテン		44,104								3		卵と私		福岡天神ｺｱ		43,921

		21		星乃珈琲 ノコーヒー		赤羽ﾋﾞﾋﾞｵ アカバネ		44,113								4		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		福岡天神ｺｱ		43,921

		22		ｻﾛﾝｳﾌｴﾓｱ		あべのﾊﾙｶｽ		44,113								5		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		札幌ｱｽﾃｨ		43,926

		23		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ コシガヤ		44,120								6		ｶﾌｪﾊﾞｰﾙﾐﾗﾉ		草加		43,980

		24		Cheeseとはちみつ サカエ		栄		44,141								7		地鶏や チトリ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043

		25		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162				備考 ビコウ				8		辺見 ヘンミ		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,043				備考 ビコウ

		26		ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマン		ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 オカザキ		44,162								9		辺見		町田		44,059

		27		ｻﾛﾝ卵と私 タマゴワタシ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								10		腰塚		新宿ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ		44,071

		28		ｶﾘｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬 テンマ		光が丘 ヒカリオカ		12"月"8"日"								11		焼肉腰塚		新宿ﾐﾆﾑ		44,074

		29		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川 キョウトカツラガワ		12"月"10"日"								12		先斗入ﾙ トイレ		京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ		44,122				備考 ビコウ

		30		星乃珈琲 ホシノノコーヒー		町田北口 マチダキタグチ		12"月"15"日"				備考 ビコウ				13		洋麺屋五右衛門 ヨウメン		新宿ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾞﾙ		44,138

		31		洋麺屋五右衛門 メンヤゴエモン		水道橋 スイドウバシ		12"月"18"日"								14		さんるーむ		渋谷		44,164

		32		Ｆ＆Ｆ		都立大学 トリツダイガク		12"月"27"日"								15		浅草食堂 アサクサショクドウ		岐阜正木 ギフマサキ		12"月"15"日"

		33		神乃珈琲 カミノコーヒー		心斎橋ﾊﾟﾙｺ シンサイバシ		1"月"21"日"								16		さんるーむ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"				備考 ビコウ

		34		洋麺屋五右衛門 メンヤヤゴエモン		仙台吉成 センダイヨシナリ		2"月"16"日"								17		先斗入ﾙ		博多ｴﾙｶﾞｰﾗ		2"月"25"日"

		35		星乃珈琲 ホシノコーヒー		仙台吉成 ヨシナリ		2"月"16"日"				備考 ビコウ				18

		36		洋麺屋五右衛門 メンヤニシゴエモン		西新宿 シンジュク		2"月"26"日"								19

		37														20										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		星乃珈琲		上板橋 カミイタバシ		44,176								1		ｻﾝﾒﾘｰ		光ヶ丘 ヒカリガオカ		44,031

		海外（出店） カイガイ														海外閉店 カイガイヘイテン

				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		星乃珈琲		VIVO CITY		44,144

																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

		業態変更（NRS） ギョウタイヘンコウ														1		ｻﾝﾒﾘｰ(カウント外) ガイ		所沢工場 コウジョウ		43,983		日ﾚｽ→ｻﾝﾒﾘｰ ニチ

				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						2		神乃珈琲 カミノコーヒー		京都 キョウト		44,136		ﾄﾞﾄｰﾙ→日ﾚｽ

		1		さんるーむ→ﾁｰｽﾞとはちみつ		天王寺ﾐｵ		44,006

		2		浅草ﾊﾟｽﾀ→たらこと私		新横浜		44,075								業態変更（海外） ギョウタイヘンコウカイガイ										備考 ビコウ

		3		ﾊﾟﾝの田島→ｶﾚｰ&ｶﾚｰﾊﾟﾝ天馬		ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋		44,148										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

		4		星乃珈琲→うなぎ大黒屋		鎌倉常盤		44,166





■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				15				0

						直営店 チョクエイテン				10				0

						合計 ゴウケイ				25				0

				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				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				5				0

						合計 ゴウケイ				5				0

				加盟店合計　FC Total カメイテンゴウケイ						15				0

				直営店合計　RC Total チョクエイテンゴウケイ						20				0

				小計　Sub Total ショウケイ						35				0

				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				7				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		直営店 チョクエイテン				11				1

						加盟店 カメイテン				4				0

				その他
Other タ		直営店 チョクエイテン				14				0

						加盟店 カメイテン				0				0

				小計　Sub Total ショウケイ						36				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				1				0

				Premium Coffee &Tea		直営店 チョクエイテン				0				0

				合計
Total ゴウケイ				0		72				1

										新規出店総合計 シンキシュッテンソウゴウケイ				73

										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				53				1		54

						加盟店 カメイテン				19				0		19

										0				0		0





■店舗状況

		

								06年3月
FY2005 ネンガツ		07年3月
FY2006 ネンガツ		08年2月
FY2007 ネンガツ		09年2月
FY2008 ネンガツ		10年2月
FY2009 ネンガツ		11年2月
FY2010 ネンガツ		12年2月
FY2011 ネンガツ		13年2月
FY2012 ネンガツ		14年2月
FY2013 ネンガツ		15年2月
FY2014 ネンガツ		16年2月
FY2015 ネンガツ		17年02月
FY2016 ネンガツ		18年2月
FY2017 ネンガツ		19年2月
FY2018 ネンガツ		20年2月
FY2019 ネンガツ		21年2月
FY2020 ネンガツ

				ドトールコーヒーショップ
Doutor Coffee Shop		全店 ゼンテン		1,117		1,148		1,147		1,124		1,115		1,118		1,120		1,102		1,095		1,108		1,105		1,123		1,126		1,113		1,100		1,081

						（うちＦＣ）		987		1,002		998		975		971		974		975		955		938		933		919		927		935		924		912		877

				エクセルシオール　カフェ
Excelsior Caffe		全店 ゼンテン		138		162		178		175		180		171		162		149		137		133		131		124		122		122		123		124

						（うちＦＣ）		27		34		35		36		43		38		37		34		31		29		27		27		26		23		23		22

				カフェ　コロラド
Café Colorado		全店 ゼンテン		134		124		117		109		99		90		79		74		70		68		66		59		53		47		41		40

						（うちＦＣ）		133		123		116		108		97		88		77		72		68		66		63		57		52		46		40		38

				その他
Others タ		全店 ゼンテン		35		36		37		35		23		62		60		59		53		50		46		43		48		45		47		48

						（うちＦＣ）		9		8		8		7		4		5		5		5		4		4		3		3		2		2		2		1

				ドトールコーヒー小計
Doutor Sub Total コバカリ		全店 ゼンテン		1,424		1,470		1,479		1,443		1,417		1,441		1,421		1,384		1,355		1,359		1,348		1,349		1,349		1,327		1,311		1,293

						（うちＦＣ）		1,156		1,167		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,041		1,032		1,012		1,014		1,015		995		977		938

				洋麺屋　五右衛門
Pasta　Goemon ヨウメンヤゴエモン		全店 ゼンテン		118		128		132		163		186		201		207		206		203		205		206		193		190		193		197		200

						（うちＦＣ）																		4		6		3		3		1		1		0		0

				星乃珈琲店
Hoshino Coffee Shop ホシノコーヒーミセ		全店 ゼンテン														7		41		87		128		161		184		210		233		253		267

						（うちＦＣ）																		1		5		7		14		18		23		31		35

				その他
Other タ				179		178		208		212		223		220		211		175		164		167		169		186		196		204		207		210

				日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ小計
NRS Sub Total ニホンコバカリ		全店 ゼンテン										409		421		425		426		454		500		536		563		596		630		657		677

						（うちＦＣ）		297		306		340		375										5		11		10		17		19		24		31		35

				サンメリー
Sunmerry's		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		42		42		37		35		36		41		41		41		41

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー		9		8		8		7						1		4		4		4		4		4		4		4		4		5

				D&Nカフェレストラン
D&N CafeRestaurant		全店 ゼンテン										12		15		14		13		10		10		9		10

						（うち星乃珈琲） ホシノコーヒー																		1		1		1		1

				プレミアムコーヒー＆ティ-
Premium Coffee & Tea		全店 ゼンテン		35		36		37		35		34		38		43		0		0		0		0		1		1		1		1		1

								9		8		8		7						1

				ホールディングス国内計
HD Total　（Domestic） コクナイケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,903		1,865		1,861		1,906		1,928		1,959		1,987		1,999		2,010		2,012

						（うちＦＣ）		-		-		1,157		1,126		1,115		1,105		1,094		1,066		1,046		1,043		1,022		1,031		1,034		1,019		1,008		973

				D&Nインターナショナル
D&N International		シンガポール														14		16		15		16		12		10		12		11		12		13

						マレーシア																0		0		0		0		3		5		6		4		4

						上海 シャンハイ														4		4		4		3		0		0		0

						台湾 タイワン														2		5		4		4		4		4		1		1		2		2

						韓国 カンコク																1		1		1		1		1		1		2		2		2

						ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(FC)																1		1		0		0		0		0

						香港 ホンコン																1		2		2		2		2		0

						その他 タ																		7		5		2		2		0		2		3		3

						海外　計 カイガイケイ														20		28		27		26		19		20		19		22		23		24

				ホールディングス総合計
HD Total ソウゴウケイ		全店 ゼンテン		-		-		1,819		1,818		1,872		1,915		1,923		1,893		1,888		1,932		1,947		1,979		2,006		2,021		2,033		2,036



DN：C&H加算



■地域別店舗数

		

				直営・加盟別店舗数（２０１１．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						レドゥ						ドトール計 ケイ

				北海道 ホッカイドウ		15		5		12		1				18		33				33				20

				東北 トウホク		72		11		2						13		85				85				83

				関東 カントウ		752		196		263		11		38		508		1,260		35		1,295				983

				中部 チュウブ		75		16		48		2				66		141		1		142				92

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		1								1		24				24				24

				関西 カンサイ		98		40		68		1				109		207		5		212				143

				中国 チュウゴク		17		8		5						13		30				30				25

				四国 シコク		10		0								0		10				10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		42		18		23						41		83		1		84				61

				合計 ゴウケイ		1,104		295		421		15		38		769		1,873		42		1,915				1,441

										↑

										海外のシンガポール1を加えない場合〈加えると422） カイガイクワバアイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ		レドゥ		総合計 ソウゴウケイ

		札幌 サッポロ		北海道 ホッカイドウ		20		12		1				33				33

		既存6 キゾン		東北 トウホク		83		2						85				85

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		関東 カントウ		948		263		11		38		1,260		35		1,295

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		中部 チュウブ		91		48		2				141		1		142

				信越・北陸 シンエツホクリク		24								24				24

				関西 カンサイ		138		68		1				207		5		212

				中国 チュウゴク		25		5						30				30

				四国 シコク		10								10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		23						83		1		84

				合計 ゴウケイ		1,399		421		15		38		1,873		42		1,915

		既存6はｵﾘｰﾌﾞ5、ごちそう1。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１１．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36				ドトール計 ケイ

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86				21

				星乃珈琲店		740		228		262		12		40		542		1,282				1,282				83

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		73		17		48		2		0		67		140				140				968

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23				90

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		99		41		68		1		0		110		209				209				23

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		17		9		5		0		0		14		31				31				140

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		10		0		0		0		0		0		10				10				26

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		45		17		23		0		1		41		86				86				10

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー		1,096		327		423		15		42		807		1,903				1,903				62

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー						↑																1,423

										海外を加えていない カイガイクワ

				星乃珈琲店 ホシノコーヒー

				星乃珈琲店

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		968		262		12		40		1,282				1,282

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		48		2		0		140				140

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		140		68		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		23		0		1		86				86

				合計 ゴウケイ		1,423		423		15		42		1,903				1,903

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．２月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		736		228		263		12		41		544		1,280				1,280

				中部 チュウブ		73		16		47		2		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		辺見→洋麺屋 メンヤヤ				0

				関西 カンサイ		101		42		65		1		0		108		209				209

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		17		21		0		1		39		84				84

				合計 ゴウケイ		1,094		327		418		15		43		803		1,874				1,874

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		964		263		12		41		1,280				1,280

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		47		2		0		138				138

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		65		1		0		209				209

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		21		0		1		84				84

				合計 ゴウケイ		1,421		418		15		43		1,897				1,897

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢はサンメリーでカウント トコロザワ

				直営・加盟別店舗数（２０１２．５月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		5		14		0		1		20		36				36

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		726		228		266		11		42		547		1,273				1,273

				中部 チュウブ		75		15		47		2		0		64		139				139

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		101		42		68		1		0		111		212				212

				中国 チュウゴク		17		9		5		0		0		14		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		16		21		0		1		38		82				82

				合計 ゴウケイ		1,085		325		424		14		44		807		1,892				1,892

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		954		266		11		42		1,273				1,273

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		90		47		2		0		139				139

		岡崎,池上台 オカザキイケガミダイ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		0		0		23				23

				関西 カンサイ		143		68		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		26		5		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		21		0		1		82				82

				合計 ゴウケイ		1,410		424		14		44		1,892				1,892

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				Ｄ＆Ｎはミスで本当は14 ホントウ				（ごちそうグリルが閉店した時にマイナスするのを忘れていました） ヘイテントキワス

				直営・加盟別店舗数（2013．2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		705		229		266		11		41		547		1,252				1,252

				中部 チュウブ		73		15		49		1		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		101		41		68		1		0		110		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		10		22		0		0		32		79				79

				合計 ゴウケイ		1,066		318		426		13		42		799		1,865				1,865

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		934		266		11		41		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		49		1		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		142		68		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		22		0		0		79				79

				合計 ゴウケイ		1,384		426		13		42		1,865				1,865

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		695		234		268		10		41		553		1,248				1,248

				中部 チュウブ		73		15		50		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		42		67		1		0		110		212				212

				中国 チュウゴク		19		9		4		0		0		13		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		10		22		0		0		32		78				78

				合計 ゴウケイ		1,056		324		428		11		42		805		1,861				1,861

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		929		268		10		41		1,248				1,248

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		50		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		144		67		1		0		212				212

		STAT		中国 チュウゴク		28		4		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		22		0		0		78				78

				合計 ゴウケイ		1,380		428		11		42		1,861				1,861

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				↑に前期末の店舗数あり ゼンキマツテンポスウ

				直営・加盟別店舗数（2013．8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		17		4		14		0		1		19		36				36

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		687		236		267		10		41		554		1,241				1,241

				中部 チュウブ		73		14		50		0		0		64		137				137

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		102		41		67		1		0		109		211				211

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		21		0		0		30		77				77

				合計 ゴウケイ		1,049		323		427		11		42		803		1,852				1,852

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		14		0		1		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		923		267		10		41		1,241				1,241

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		50		0		0		137				137

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		22		0		0		0		22				22

				関西 カンサイ		143		67		1		0		211				211

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		21		0		0		77				77

				合計 ゴウケイ		1,372		427		11		42		1,852				1,852

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2013．11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		14		0		1		19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3		0		0		13		85				85

				関東 カントウ		684		226		269		9		41		545		1,229				1,229

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		102		39		68		1		0		108		210				210

				中国 チュウゴク		19		9		5		0		0		14		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		24		0		0		33		80				80

				合計 ゴウケイ		1,044		311		HOSI		10		42		797		1,841				1,841

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		14		0		1		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		910		269		9		41		1,229				1,229

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		141		68		1		0		210				210

		STAT		中国 チュウゴク		28		5		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		24		0		0		80				80

				合計 ゴウケイ		1,355		434		10		42		1,841				1,841

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		4		15						19		35				35

				東北 トウホク		72		10		3						13		85				85

				関東 カントウ		682		230		278						508		1,190				1,190

				中部 チュウブ		73		13		50						63		136				136

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0								0		21				21

				関西 カンサイ		104		39		73						112		216				216

				中国 チュウゴク		21		9								9		30				30

				四国 シコク		10		0		0						0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		9		30						39		86				86

				合計 ゴウケイ		1,046		314		449		0		0		763		1,809				1,809

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		15		0		0		35				35

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		912		278		0		0		1,190				1,190

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		86		50		0		0		136				136

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		21				21

				関西 カンサイ		143		73		0		0		216				216

		STAT		中国 チュウゴク		30		5		0		0		35				35

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		25		0		0		81				81

				合計 ゴウケイ		1,360		449		0		0		1,809				1,809

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		680		228		282		9		39		558		1,238				1,238

				中部 チュウブ		73		14		51		0		0		65		138				138

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		0		.		0		21				21

				関西 カンサイ		106		41		77		1		0		119		225				225

				中国 チュウゴク		22		9		0		0		0		9		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		9		34		0		0		43		88				88

				合計 ゴウケイ		1,046		314		463		10		39		826		1,872				1,872

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		908		282		9		39		1,238				1,238

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		51		0		0		138				138

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		0		.		21				21

				関西 カンサイ		147		77		1		0		225				225

		STAT		中国 チュウゴク		31		5		0		0		36				36

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		54				0		0		54				54

				合計 ゴウケイ		1,360		434		10		39		1,843				1,843

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35				35

				東北 トウホク		74		10		3		0		0		13		87				87

				関東 カントウ		675		234		287		9		37		567		1,242				1,242

				中部 チュウブ		75		14		54		0		0		68		143				143

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		2		0		0		2		25				25

				関西 カンサイ		108		41		78		1		0		120		228				228

				中国 チュウゴク		22		10		0		0		0		10		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		9		34		0		0		43		87				87

				合計 ゴウケイ		1,047		321		474		10		37		842		1,889				1,889

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		84		3		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		287		9		37		1,242				1,242

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		54		0		0		143				143

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		23		2		0		0		25				25

				関西 カンサイ		149		78		1		0		228				228

		STAT		中国 チュウゴク		32		5		0		0		37				37

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		53				0		0		53				53

				合計 ゴウケイ		1,359		445		10		37		1,860				1,860

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2014.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		3		16		0		0		19		35		0		35

				東北 トウホク		73		10		3		0		0		13		86		0		86

				関東 カントウ		672		237		297		9		37		580		1,252		0		1,252

				中部 チュウブ		74		14		56		0		0		70		144		2		146				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		104		41		78		1		0		120		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10		0		10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		10		35		0		0		45		90		0		90

				合計 ゴウケイ		1,034		325		487		10		37		859		1,893		11		1,904

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		19		16		0		0		35				35

				東北 トウホク		83		3		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		909		297		9		37		1,252				1,252

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		58		0		0		146				146

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		145		81		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		35		0		0		90				90

				合計 ゴウケイ		1,359		498		10		37		1,904				1,904

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		9		3		0		0		12		85				85

				関東 カントウ		670		237		301		9		37		584		1,254				1,254

				中部 チュウブ		73		14		56		0		0		70		143		2		145				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		3		26				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		42		76		1		0		119		224		3		227				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		10		0		0		0		10		29		3		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		11		35		0		0		46		91				91

				合計 ゴウケイ		1,032		327		489		10		37		863		1,895		11		1,906

						D:1036				↑

						N:11				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		82		3		0		0		85				85

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		907		301		9		37		1,254				1,254

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		58		0		0		145				145

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		5		0		0		26				26

				関西 カンサイ		147		79		1		0		227				227

		STAT		中国 チュウゴク		29		3		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		35		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,359		500		10		37		1,906				1,906

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		3		0		0		12		84				84

				関東 カントウ		661		240		306		8		36		590		1,251				1,251

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		80		1		0		124		229		3		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		2		32				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		36		0		0		47		91				91

				合計 ゴウケイ		1,022		331		503		9		36		879		1,901		11		1,912

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		3		0		0		84				84

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		306		8		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		36		0		0		91				91

				合計 ゴウケイ		1,353		514		9		36		1,912				1,912

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		661		240		313		8		35		596		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		60		0		0		74		148		3		151				三重・名古屋金山 ミエナゴヤカナヤマ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		3		25				鯖江・福井江守・金沢押野 サバエフクイエモリカナザワオシノ

				関西 カンサイ		105		43		81		1		0		125		230		2		232				大阪・和歌山2 オオサカワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		10		0		0		0		10		30		1		31				松江・出雲・米子 マツエイズモヨナゴ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,022		331		517		9		35		892		1,914		9		1,923

						D:1036				↑

						N:				海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		901		313		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		63		0		0		151				151

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		5		0		0		25				25

				関西 カンサイ		148		83		1		0		232				232

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,353		526		9		35		1,923				1,923

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2015.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		72		9		5		0		0		14		86				86

				関東 カントウ		654		241		314		8		36		599		1,253				1,253

				中部 チュウブ		74		14		61		0		0		75		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		105		44		82		1		0		127		232		2		234				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		1		32				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		11		40		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,016		334		520		9		36		899		1,915		10		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		895		314		8		36		1,253				1,253

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		64		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		149		84		1		0		234				234

		STAT		中国 チュウゴク		31		1		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		55		40		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,350		530		9		36		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		16		0		0		20		36				36

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		651		243		320		8		35		606		1,257				1,257

				中部 チュウブ		74		14		62		0		0		76		150		3		153				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		1		31				松江 マツエ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		12		39		0		0		51		95				95

				合計 ゴウケイ		1,012		336		526		9		35		906		1,918		10		1,928

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		16		0		0		36				36

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		894		320		8		35		1,257				1,257

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		65		0		0		153				153

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		1		0		0		31				31

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		56		39		0		0		95				95

				合計 ゴウケイ		1,348		536		9		35		1,928				1,928

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		16		4		17		0		0		21		37				37

				東北 トウホク		73		8		5		0		0		13		86				86

				関東 カントウ		643		243		320		8		35		606		1,249		1		1,250				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		72		15		62		0		0		77		149		3		152				三重・名古屋金山・愛知 ミエナゴヤカナヤマアイチ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		2		0		0		2		23		4		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマ

				関西 カンサイ		104		44		82		1		0		127		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		19		11		0		0		0		11		30		2		32				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,004		337		528		9		35		909		1,913		12		1,925

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		20		17		0		0		37				37

				東北 トウホク		81		5		0		0		86				86

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		886		321		8		35		1,250				1,250

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		87		65		0		0		152				152

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		21		6		0		0		27				27

				関西 カンサイ		148		84		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		30		2		0		0		32				32

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,341		540		9		35		1,925				1,925

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		320		9		36		605		1,250		1		1,251				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		5		27				鯖江・福井江守・金沢押野・富山・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		84		1		0		128		231		2		233				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		0		0		0		11		31		2		33				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		40		0		0		52		98				98

				合計 ゴウケイ		1,008		332		531		10		36		909		1,917		15		1,932

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		Ｄ＆Ｎ		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		321		9		36		1,251				1,251

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		7		0		0		27				27

				関西 カンサイ		146		86		1		0		233				233

		STAT		中国 チュウゴク		31		2		0		0		33				33

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		40		0		0		98				98

				合計 ゴウケイ		1,340		546		10		36		1,932				1,932

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2016.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		17		4		17		0		0		21		38				38

				東北 トウホク		74		7		5		0		0		12		86		1		87				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		646		241		322		10		36		609		1,255		1		1,256				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		62		0		0		77		150		4		154				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2		0		0		2		22		6		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		44		86		1		0		131		234		2		236				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		35		0		0		48		93				93

				合計 ゴウケイ		1,008		335		535		11		36		917		1,925		16		1,941		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		21		17		0		0		38				38

				東北 トウホク		81		6		0		0		87				87

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		887		323		10		36		1,256				1,256

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		66		0		0		154				154

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		8		0		0		28				28

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		35		0		0		93				93

				合計 ゴウケイ		1,343		551		11		36		1,941				1,941

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.02月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		78		7		5		0		0		12		90		1		91				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		645		240		327		10		36		613		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		45		87		1		0		133		237		2		239				和歌山2 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		20		11		6		0		0		17		37		2		39				松江　福山 マツエフクヤマ

				四国 シコク		10		0		0		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		37		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,014		335		546		11		36		928		1,942		17		1,959		1,959

										↑												0

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		85		6		0		0		91				91

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		885		328		10		36		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		149		89		1		0		239				239

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		10		0		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		37		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,349		563		11		36		1,959				1,959

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.05月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		18		4		19		0		0		23		41				41

				東北 トウホク		79		7		5		0		0		12		91		1		92				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		644		239		328		9		38		614		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		63		0		0		78		151		4		155				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		19		0		2		0		0		2		21		7		28				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		45		87		0		0		132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		21		10		6		0		0		16		37		3		40				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		12		38		0		0		50		97				97

				合計 ゴウケイ		1,013		332		548		9		38		927		1,940		17		1,957

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		22		19		0		0		41				41

				東北 トウホク		86		6		0		0		92				92

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		883		329		9		38		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		88		67		0		0		155				155

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		19		9		0		0		28				28

				関西 カンサイ		148		88		0		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		9		0		0		40				40

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		38		0		0		97				97

				合計 ゴウケイ		1,345		565		9		38		1,957				1,957		0

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.08月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		19		4		19						23		42				42

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		643		238		330		8		39		615		1,258		1		1,259				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		4		156				三重・名古屋金山・愛知・静岡 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカ

				信越・北陸 シンエツホクリク		20		0		2						2		22		7		29				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		104		43		87		1				131		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		9		0		0						0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		39						52		99				99

				合計 ゴウケイ		1,018		329		552		9		39		929		1,947		16		1,963

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		D&N/PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		23		19		0		0		42				42

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94

		既存5,OTTO キゾン		関東 カントウ		881		331		8		39		1,259				1,259

		池袋2･所沢・草加・朝霞 イケブクロトコロザワソウカアサカ		中部 チュウブ		89		67		0		0		156				156

		岡崎 オカザキ		信越・北陸 シンエツホクリク		20		9		0		0		29				29

				関西 カンサイ		147		88		1		0		236				236

		STAT		中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		9		0		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		39		0		0		99				99

				合計 ゴウケイ		1,347		568		9		39		1,963				1,963		1,963

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2017.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		20		4		19						23		43				43

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		640		236		346		1		39		622		1,262		1		1,263				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		0		5						5		26		7		33				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワ

				関西 カンサイ		103		43		89						132		235		1		236				和歌山1 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		6						15		37		2		39				松江　福山　倉敷 マツエフクヤマクラシキ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		49		14		39						53		102		1		103				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,018		328		575		1		39		943		1,961		18		1,979

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		24		19		0		0		43				43

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95

		神乃珈琲 カミノコーヒー		関東 カントウ		876		347		1		39		1,263				1,263

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		12		0		0		33				33

				関西 カンサイ		146		90		0		0		236				236

				中国 チュウゴク		31		8		0		0		39				39

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		63		40		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,346		593		1		39		1,979				1,979

		既存はｵﾘｰﾌﾞ5。ｵﾘｰﾌﾞFC１はドトールに、パスタ屋及びオリーブ新横浜&三宮はNRSに算入 キゾンヤオヨシンヨコハマサンノミヤ

				サンメリー所沢、辻堂はサンメリーでカウント トコロザワツジドウ

				直営・加盟別店舗数（2018.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		79		8		6						14		93		1		94				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		639		242		347		1		41		631		1,270		1		1,271				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		74		15		63						78		152		5		157				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		42		89						131		233		1		234				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		22		9		7						16		38		3		41				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		8		0		2						2		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		39						53		100		1		101				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,015		334		577		1		41		953		1,968		19		1,987

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		881		348		1		41		1,271				1,271								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		89		68		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		144		90		0		0		234				234

				中国 チュウゴク		31		10		0		0		41				41

				四国 シコク		8		2		0		0		10				10

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		40		0		0		101				101

				合計 ゴウケイ		1,349		596		1		41		1,987				1,987

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		21		4		19						23		44				44

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				盛岡 モリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				栃木 トチギ

				中部 チュウブ		73		15		64						79		152		6		158				三重・名古屋金山・愛知・静岡菊川･各務ヶ原・名駅 ミエナゴヤカナヤマアイチシズオカキクカワカガミガハラメイエキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		7		35				鯖江・福井江守・金沢押野・富山2・石川県庁･小松 サバエフクイエモリカナザワオシノトヤマイシカワケンチョウコマツ

				関西 カンサイ		102		44		91						135		237		1		238				和歌山 ワカヤマ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				福山駅家　倉敷　福山川口 フクヤマエキイエクラシキフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		14		40						54		101		1		102				長崎大村 ナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,012		333		592		1		41		967		1,979		20		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		25		19		0		0		44				44

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		88		70		0		0		158				158

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		12		0		0		35				35

				関西 カンサイ		146		92		0		0		238				238

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		61		41		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,345		612		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		6						13		94		1		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		635		241		357		1		41		640		1,275		1		1,276				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		15		65						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		45		95						140		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		48		14		40						54		102		1		103				①星乃長崎大村 ホシノナガサキオオムラ

				合計 ゴウケイ		1,011		334		597		1		41		973		1,984		21		2,005

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		7		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		876		358		1		41		1,276				1,276								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		86		71		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		146		96		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		62		41		0		0		103				103

				合計 ゴウケイ		1,345		618		1		41		2,005				2,005

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2018.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		6						13		93		1		94				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		626		243		358		1		41		643		1,269		1		1,270				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		71		14		66						80		151		6		157				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		95						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		8		8						16		39		3		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		2		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA ホシノナガサキオオムラホシノナハ

				合計 ゴウケイ		999		333		601		1		41		976		1,975		22		1,997		0

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		7		0		0		94				94								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		869		359		1		41		1,270				1,270								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		85		72		0		0		157				157

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		96		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		31		11		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		44		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,332		623		1		41		1,997				1,997

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ		総合計 ソウゴウケイ				日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		81		7		8						15		96		1		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 ホシノモリオカ

				関東 カントウ		625		241		363		1		41		646		1,271		1		1,272				①星乃栃木小山 ホシノトチギコヤマ

				中部 チュウブ		68		14		65						79		147		6		153				①洋麺三重伊勢明和②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		45		94						139		239		1		240				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		8		8						16		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		7		0		2						2		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		47		13		42						55		102		3		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタ

				合計 ゴウケイ		995		332		606		1		41		980		1,975		24		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		88		9		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		866		364		1		41		1,272				1,272								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		71		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		95		0		0		240				240

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		7		2		0		0		9				9

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		60		45		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,327		630		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		22		4		19						23		45				45

				東北 トウホク		80		7		8						15		95		2		97				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		621		242		366		1		41		650		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		5		150				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		101		44		97						141		242		1		243				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		4		41				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		989		331		610		1		41		983		1,972		26		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		26		19		0		0		45				45

				東北 トウホク		87		10		0		0		97				97								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		863		368		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		68		0		0		150				150

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		145		98		0		0		243				243

				中国 チュウゴク		29		12		0		0		41				41

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		46		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,320		636		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		617		245		367		1		41		654		1,271		2		1,273				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		68		14		63						77		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		8		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		4		42				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		12		42						54		100		4		104				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		985		333		610		1		41		985		1,970		28		1,998

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		862		369		1		41		1,273				1,273								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		82		70		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		13		0		0		36				36

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		30		12		0		0		42				42

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		46		0		0		104				104

				合計 ゴウケイ		1,318		638		1		41		1,998				1,998

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2019.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		19						23		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		618		246		373		1		41		661		1,279		2		1,281				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		67		14		66						80		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		44		97						141		241		1		242				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		5		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		984		335		622		1		41		999		1,983		30		2,013

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		19		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		864		375		1		41		1,281				1,281								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		81		73		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		98		0		0		242				242

				中国 チュウゴク		31		14		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,319		652		1		41		2,013				2,013

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		19						23		47				47

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		2		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸 ホシノモリオカハチノヘ

				関東 カントウ		611		245		374		1		41		661		1,272		2		1,274				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		66		13		66						79		145		7		152				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		100		45		100						145		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		24		7		9						16		40		6		46				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡 ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		44						57		101		4		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		977		334		626		1		41		1,002		1,979		31		2,010

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		19		0		0		47				47

				東北 トウホク		86		9		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		856		376		1		41		1,274				1,274								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		79		73		0		0		152				152

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		101		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		31		15		0		0		46				46

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		48		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,311		657		1		41		2,010				2,010

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.5月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		79		7		7						14		93		3		96				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		602		246		373		1		41		661		1,263		2		1,265				①星乃栃木小山②星乃大山 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		99		45		101						146		245		1		246				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		966		335		622		1		41		999		1,965		34		1,999

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		86		10		0		0		96				96								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		848		375		1		41		1,265				1,265								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		144		102		0		0		246				246

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		656		1		41		1,999				1,999

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.8月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		601		254		381		1		40		676		1,277		3		1,280				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		65		13		66						79		144		7		151				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		0		5						5		28		9		37				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		95		50		101						151		246		1		247				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		23		7		8						15		38		7		45				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		46		13		42						55		101		5		106				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		961		348		630		1		40		1,019		1,980		35		2,015

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		855		384		1		40		1,280				1,280								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		73		0		0		151				151

				信越・北陸 シンエツホクリク		23		14		0		0		37				37

				関西 カンサイ		145		102		0		0		247				247

				中国 チュウゴク		30		15		0		0		45				45

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		59		47		0		0		106				106

				合計 ゴウケイ		1,309		665		1		40		2,015				2,015

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2020.11月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		24		4		18						22		46				46

				東北 トウホク		78		7		7						14		92		3		95				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		598		255		382		1		40		678		1,276		3		1,279				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		69						81		147		7		154				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		92		50		102						152		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		45		13		42						55		100		5		105				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		952		349		635		1		40		1,025		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		28		18		0		0		46				46

				東北 トウホク		85		10		0		0		95				95								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		385		1		40		1,279				1,279								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		76		0		0		154				154

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		142		103		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		58		47		0		0		105				105

				合計 ゴウケイ		1,301		670		1		40		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー

				直営・加盟別店舗数（2021.2月末現在） チョクエイカメイベツテンポスウガツマツゲンザイ

						加盟店 カメイテン		直営店舗 チョクエイテンポ								直営
小計 チョクエイショウケイ		合計 ゴウケイ		日レス ニチ						日レス加盟店明細 ニチカメイテンメイサイ

								ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー						加盟店

				北海道 ホッカイドウ		23		4		18						22		45				45

				東北 トウホク		74		7		9						16		90		3		93				①星乃ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡②星乃八戸③星乃秋田 ホシノモリオカハチノヘアキタ

				関東 カントウ		591		262		388		1		41		692		1,283		3		1,286				①星乃栃木小山②星乃大山③星乃武蔵小金井 ホシノトチギコヤマホシノオオヤマホシノムサシコガネイ

				中部 チュウブ		66		12		68						80		146		7		153				①洋麺三重伊勢明和(閉店)②星乃名古屋金山駅南口③星乃愛知大須第2ｱﾒ横④星乃静岡菊川⑤星乃岐阜各務ヶ原鵜沼⑥星乃名駅椿 ヨウメンミエイセメイワヘイテンホシノナゴヤカナヤマエキミナミグチホシノアイチオオスダイヨコホシノシズオカキクカワホシノギフカガミガハラウヌマホシノメイエキツバキ

				信越・北陸 シンエツホクリク		21		1		5						6		27		9		36				①星乃鯖江神明②星乃福井江守③星乃金沢押野④星乃富山高岡熊野⑤星乃富山天正寺⑥星乃富山婦中⑦星乃石川県庁⑧星乃石川小松⑨星乃イオン高岡 ホシノサバエシンメイホシノフクイエモリホシノカナザワオシノホシノトヤマタカオカクマノホシノトヤマテンショウジホシノトヤマフチュウホシノイシカワケンチョウホシノイシカワコマツホシノタカオカ

				関西 カンサイ		91		49		104						153		244		1		245				①星乃和歌山宮街道 ホシノワカヤマミヤカイドウ

				中国 チュウゴク		22		7		8						15		37		7		44				①星乃福山駅家②星乃倉敷堀南③星乃福山川口④星乃倉敷中庄⑤星乃松山椿⑥星乃笠岡⑦星乃鳥取ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙ ホシノフクヤマエキイエホシノクラシキホリナンホシノフクヤマカワグチホシノクラシキナカショウホシノマツヤマツバキホシノカサオカ

				四国 シコク		6		0		2						2		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		44		13		40						53		97		5		102				①星乃長崎大村②星乃那覇OPA③星乃ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多④星乃イオンモール福岡伊那⑤星乃佐世保 ホシノナガサキオオムラホシノナハホシノハカタホシノフクオカイナ

				合計 ゴウケイ		938		355		642		1		41		1,039		1,977		35		2,012

										↑

										海外を加えていない カイガイクワ

				事業会社別店舗数 ジギョウカイシャベツテンポスウ

						ドトール		日レス ニチ		PCT		サンメリー		合計 ゴウケイ				総合計 ソウゴウケイ

				北海道 ホッカイドウ		27		18		0		0		45				45

				東北 トウホク		81		12		0		0		93				93								サンメリー(うち星乃珈琲) ホシノコーヒー

				関東 カントウ		853		391		1		41		1,286				1,286								蕨･石神井･成増･柏 ワラビシャクジイナリマスカシワ

				中部 チュウブ		78		75		0		0		153				153

				信越・北陸 シンエツホクリク		22		14		0		0		36				36

				関西 カンサイ		140		105		0		0		245				245

				中国 チュウゴク		29		15		0		0		44				44

				四国 シコク		6		2		0		0		8				8

				九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		57		45		0		0		102				102

				合計 ゴウケイ		1,293		677		1		41		2,012				2,012

										↑神乃珈琲 カミノコーヒー



サンメリー経営4店舗除く

サンメリー経営1店舗除く

星乃　1　追加

洋麺　2　追加

洋麺　2　追加

NRS ２　追加

洋麺　4　追加

洋麺　3　追加

321→320に訂正
Ｈ28.5

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）

DNﾁｰｽﾞ1店含む
（2019年3月OP）



■HD通期計画

						Income and expenses

																		（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

		ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD 

連結【Consolidated】 レンケツ				2011/2月期
計画
Plan for
1Q FY10 ガツキケイカク		2021年2月期
Results of FY 2020 ネンガツキ				2022年(令和4年）2月期
Results of FY 2021 レイワネンヘイネン

						金額
Actual		金額
Actual		売上比
Ratio ウリアゲヒ		金額
Plan		売上比
Ratio ウリアゲヒ		前年増減額
increase ゼンネンゾウゲンガク		増減率
%change ゾウゲンリツ

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				26,500		96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				16,000		55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				13,500		60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		5,800		25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		7,700		34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				2,500		△ 4,319		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		－

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		120		238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		20		96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				2,600		△ 4,177		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		－

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		100		843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		20		5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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				2,650		△ 8,933		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
Profit attributable to owners of parent オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,350		△ 10,979		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		－

		新規出店数
New Stores				23		72				85				13		118.1%

		減価償却費
Depreciation				800		4,513				4,057				△ 456		89.9%

		設備投資額
Capital investment				2,700		6,695				5,323				△ 1,372		79.5%

								1				0





■決算予想

		

								21/2月期 ガツキ		22/2月期 ガツキ		対前年比 タイゼンネンヒ

								（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク		金額 キンガク		前期比 ゼンキヒ

				ドトール		売上高 ウリアゲダカ		58,576		74,977		16,401		128.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 2,764		1,417		4,181		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 2,735		1,492		4,227		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 6,409		1,712		8,121		-

				日レス ニチ		売上高 ウリアゲダカ		34,198		44,602		10,404		130.4%

						営業利益 エイギョウリエキ		△ 1,898		1,535		3,433		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		△ 1,820		1,604		3,424		-

						当期利益 トウキリエキ		△ 4,797		2,566		7,363		-





■事業会社別通期計画

		2022.2月期　事業会社別計画 ガツキジギョウカイシャベツケイカク				Income and expenses

																																												（百万円）(\ mil) ヒャクマンエン

								ドトールコーヒー
Doutor Coffee												日本レストランシステム
Nippon Restaurant System ニホン														HD連結合計
Holdings レンケツゴウケイ

								令和3年2月期 レイワネンガツキ				令和4年2月期 レイワネンヘイネンガツキ				前期比 ゼンチュウカンキヒ				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比 ウリアゲヒ		2022/2		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画 ケイカク		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		58,576		100.0%		74,977		100.0%		16,401		128.0%		34,198		100.0%		44,602		100.0%		10,404		130.4%				96,141		100.0%		122,180		100.0%		26,039		127.1%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		27,019		46.1%		36,914		49.2%		9,895		136.6%		25,039		73.2%		32,863		73.7%		7,824		131.2%				55,775		58.0%		73,097		59.8%		17,322		131.1%

		販売管理費
Selling, General and Administrative expenses ハンバイカンリヒ				Selling, General and Administrative expenses		29,783		50.8%		35,497		47.3%		5,714		119.2%		26,937		78.8%		31,328		70.2%		4,391		116.3%				60,094		62.5%		70,051		57.3%		9,957		116.6%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		10,633		18.2%		13,099		17.5%		2,466		123.2%		12,615		36.9%		15,046		33.7%		2,431		119.3%				25,470		26.5%		30,002		24.6%		4,532		117.8%

				その他
Other ソノタ		Other		19,150		32.7%		22,398		29.9%		3,248		117.0%		14,322		41.9%		16,282		36.5%		1,960		113.7%				34,624		36.0%		40,049		32.8%		5,425		115.7%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		(2,764)		-4.7%		1,417		1.9%		4,181		-51.3%		(1,898)		-5.6%		1,535		3.4%		3,433		-80.9%				(4,319)		-4.5%		3,046		2.5%		7,365		-70.5%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		78		0.1%		121		0.2%		43		155.1%		87		0.3%		91		0.2%		4		104.6%				238		0.2%		213		0.2%		△ 25		89.5%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		49		0.1%		46		0.1%		△ 3		93.9%		9		0.0%		22		0.0%		13		244.4%				96		0.1%		69		0.1%		△ 27		71.9%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		(2,735)		-4.7%		1,492		2.0%		4,227		-54.6%		(1,820)		-5.3%		1,604		3.6%		3,424		-88.1%				(4,177)		-4.3%		3,190		2.6%		7,367		-76.4%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		480		0.8%		1,000		1.3%		520		208.3%		232		0.7%		1,800		4.0%		1,568		775.9%				843		0.9%		2,840		2.3%		1,997		336.9%

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		3,309		5.6%		200		0.3%		△ 3,109		6.0%		2,239		6.5%		150		0.3%		△ 2,089		6.7%				5,598		5.8%		350		0.3%		△ 5,248		6.3%

		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		(5,564)		-9.5%		2,292		3.1%		7,856		-41.2%		(3,827)		-11.2%		3,254		7.3%		7,081		-85.0%				(8,933)		-9.3%		5,680		4.6%		14,613		-63.6%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		(6,409)		-10.9%		1,712		2.3%		8,121		-26.7%		(4,797)		-14.0%		2,566		5.8%		7,363		-53.5%				(10,979)		-11.4%		4,374		3.6%		15,353		-39.8%

																														（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 Confectionary												プレミアムコーヒー＆ティ
Premium Coffee and Tea														サンメリー
Sunmerry's

								令和3年2月期				令和4年2月期				前期比				令和3年2月期				令和4年2月期				前期比						令和3年2月期				令和4年2月期				前期比

								2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率		2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率				2021/2		売上比		2022/2		売上比		増減額		増減率

								実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change		実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change				実績		Ratio		計画		Ratio		increase		%change

		売上高
Net Sales ウリアゲダカ				Net Sales		3,274		100.0%		3,704		100.0%		430		113.1%		336		100.0%		340		100.0%		4		101.2%				3,433		100.0%		3,500		100.0%		67		102.0%

		粗利益
Gross Profit アラリエキ				Gross Profit		772		23.6%		948		25.6%		176		122.8%		148		44.0%		150		44.1%		2		101.4%				2,017		58.8%		2,060		58.9%		43		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		408		12.5%		468		12.6%		60		114.7%		86		25.6%		86		25.3%		0		100.0%				2,054		59.8%		1,980		56.6%		△ 74		96.4%

				人件費
Personal expenses ジンケンヒ		Personal expenses		128		3.9%		148		4.0%		20		115.6%		27		8.0%		30		8.8%		3		111.1%				1,090		31.8%		1,080		30.9%		△ 10		99.1%

				その他
Other ソノタ		Other		280		8.6%		320		8.6%		40		114.3%		59		17.6%		60		17.6%		1		101.7%				964		28.1%		900		25.7%		△ 64		93.4%

		営業利益
Operating income エイギョウリエキ				Operating income		364		11.1%		480		13.0%		116		131.9%		62		18.5%		64		18.8%		2		103.2%				△ 37		-1.1%		80		2.3%		117		-216.2%

				営業外収益
Non-operating income エイギョウガイシュウエキ		Non-operating income		2		0.1%		2		0.1%		0				0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		3		0.1%		△ 3		50.0%

				営業外費用
Non-operating expense エイギョウガイヒヨウ		Non-operating expense		0		0.0%		0		0.0%		0				6		1.8%		6		1.8%		0		100.0%				17		0.5%		17		0.5%		0		100.0%

		経常利益
Ordinary income ケイジョウリエキ				Ordinary income		366		11.2%		482		13.0%		116		131.7%		56		16.7%		58		17.1%		2		103.6%				△ 48		-1.4%		66		1.9%		114		-137.5%

				特別利益
Extraordinary Income トクベツリエキ		Extraordinary Income		51		1.6%		0		0.0%		△ 51				2		0.6%		2		0.6%		0		100.0%				3		0.1%		0		0.0%		△ 3

				特別損失
Extraordinary Losses トクベツソンシツ		Extraordinary Losses		22		0.7%		0		0.0%		△ 22		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				6		0.2%		50		1.4%		44

		税引前当期純利益
Income before income taxes ゼイビマエトウキジュンリエキ				Income before income taxes		395		12.1%		482		13.0%		87		122.0%		58		17.3%		60		17.6%		2		103.4%				△ 51		-1.5%		16		0.5%		67		-31.4%

		当期純利益
Net income トウキジュンリエキ				Net income		257		7.8%		313		8.5%		56		121.9%		42		12.5%		39		11.5%		△ 3		92.9%				△ 56		-1.6%		10		0.3%		66		-18.6%



hashiguchi.ryuichi:
税率　48％



■海外店舗一覧

		

														（単位：万円） タンイマンエン

										業態 ギョウタイ		場所 バショ		売上／月 ウリアゲゲツ		１２月売上 ガツウリアゲ

				シンガポール				ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ						870						2018/6/28閉店 ヘイテン

		1				1		Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｐｌａｚａ		The Asian Kitchen		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		960				*

		2				2		Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｃｉｔｙ		洋麺屋 ヨウメンヤ		ＳtarVista		740				*

								Ｖｉｖｏ　Ｃｉｔｙ						475						2018/6/22閉店 ヘイテン

		3				3		Ｏｎｅ　Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｑｕａｙ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		The Atrium@Ochard						*

		4				4		Ｉｌｕｍａ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		SUNTEC CITY						*

		5				5		ＩＯＮ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		ION				28,099		*

		6				6		ＭＢＬＭ		星乃珈琲 ホシノコーヒー		CAPITOL PIAZZA				38,714		*

		7				7		ＣｉｔｙＬｉｎｋ　Ｍａｌｌ		星乃珈琲		Raffles　Hollanｄ　V				108,552		*

		8				8		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		United Square						*

		9				9				星乃珈琲		One KM						*

		10				10				星乃珈琲		Bedok Point						*		2018/3 OP

		11				11				星乃珈琲		Chinatown Point						*		2018/9/13OP

		12				12		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		Jewel Changi						*

		13				13		Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｉｔｙ　Ｐｏｉｎｔ		星乃珈琲		VIVO CITY						*		2020/11/9OP

		14		台
湾 ダイワン		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				*

		15				2				星乃珈琲		新光三越						*		2019/9/16OP

		16		韓国 カンコク		1		民権 ミンケン		洋麺屋 ヨウメンヤ		江南（ソウル） コウナン		280		76,749,720		*

		17				2				洋麺屋 ヨウメンヤ		弘大入口						*		2018/8/31OP

				香港 ホンコン				民権 ミンケン

				ﾏﾚｰｼｱ				民権 ミンケン												2019/10/31閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン										*		2020/2/14閉店 ヘイテン

								民権 ミンケン												2019/11/24閉店 ヘイテン

		18				1				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Gurney Plazza						*		業態変更2018/7/2OP ギョウタイヘンコウ						5/31閉店だが、改装前提の際は残す（場所の確保があるため）

		19				2		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Mid Valley						*

		20				3				星乃珈琲 ホシノコーヒー		Empire Subang						*		2019/8 OP

		21				4		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Queens Bay						*		2018/3 OP

		22		中国 チュウゴク		1		民権 ミンケン		ドトールコーヒーショップ		呉江(上海) シャンハイ						*		2018/8/18OP

		23		ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ		1		民権 ミンケン		星乃珈琲 ホシノコーヒー		Senayan City						*		2018/12/12OP

		24				2				星乃珈琲		Lotte Shopping Mall						*		2019/11/11OP

										洋麺屋五右衛門（香港）　12/13　１日平均約３３万円 ヨウメンヤゴエモンホンコンニチヘイキンヤクマンエン

										洋麺屋五右衛門（台湾）　12/21　１日平均約１８万円 ヨウメンヤゴエモンタイワンニチヘイキンヤクマンエン

										（為替レート） カワセ

										シンガポールドル＝７２円 エン

										元＝１４円 ゲンエン

										フィリピンペソ＝２.2円 エン

										ウォン＝０．０８円 エン

										台湾　１日　60482 タイワンニチ		181446

										香港　１日　29010 ホンコンニチ		333615

																Ｑ





△海外売上・利益

		

								平成30年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成26年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ														平成31年1月～9月期 ヘイセイネンガツガツキ												対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				売上高 ウリアゲダカ		経常利益

								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン								現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン		現地通貨 ゲンチツウカ		円 エン						円 エン		円 エン

						D&Nインターナショナル				183,333,914				70,734,906		YEN														YEN								129,504,453				(17,695,436)		YEN				(53,829,461)		(88,430,342)

						D&Nシンガポール		10,891,029		891,321,844		(573,353)		(46,923,184)		SGD		81.84				12,844,595		1,051,715,419		(1,241,100)		(101,621,279)		SGD		81.88				11,814,332		943,965,112		(774,781)		(61,905,002)		SGD		79.9		52,643,268		(14,981,818)		81.840000033		81.8399997391

						D&N上海 シャンハイ				0				0		CNY		16.92				4,883,326		81,649,218		(2,493,650)		(41,693,829)		CNY		16.72						0				0		CNY		15.8		0		0		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193,008		26,398,339		(7,260,861)		(26,647,360)		TWD		3.67				22,965,042		78,540,444		(20,987,319)		(71,776,631)		TWD		3.42				8,760,252		30,836,087		(5,621,129)		(19,786,374)		TWD		3.52		4,437,748		6,860,986		3.66999995		3.6700000179

						D&N香港 ホンコン		1,802,773		25,130,661		(2,923,130)		(40,748,426)		HKD		13.94				15,817,629		54,096,291		(2,297,865)		(7,858,698)		TWD		3.42				0		0		(277,007)		(3,853,166)		HKD		13.91		(25,130,661)		36,895,260		13.9399998913		13.9400001204

						D&N韓国 カンコク		1,696,170,974		170,634,800		399,265,764		40,166,136		KRW		0.1006				9,754,884		129,544,860		(3,564,020)		(47,330,183)		HKD		13.28				2,355,652,641		220,724,652		335,951,714		31,478,676		KRW		0.0937		50,089,852		(8,687,460)		0.1006		0.1006000004

						D&Nマレーシア(非連結) ヒレンケツ		3,174,425		87,518,909		(3,137,668)		(86,505,516)		MRY		27.57				503,838,581		49,829,636		(220,326,429)		(21,790,284)		KRW		0.0989				3,174,425		83,614,366		(3,137,668)		(82,646,184)		MRY		26.34		(3,904,543)		3,859,332		27.5700000537		27.5700000452

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338,467				(89,923,444)										1,445,375,868				(292,070,904)										1,408,644,670				(154,407,486)						24,306,203		(64,484,042)		0		0

						※D&Nインターナショナル(前年)は、売上高にロイヤリティ収入（小南国）を含んでおります ゼンネンウリアゲダカシュウニュウショウナンゴクフク

								売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ										売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ						売上 ウリアゲ				経常利益 ケイジョウリエキ				為替 カワセ				対前年増減 タイゼンネンゾウゲン

								現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		為替 カワセ						現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート				現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン		現地通貨 ゲンチツウカ		千円 センエン				レート		千円 センエン		千円 センエン

						D&Nインターナショナル				183,334				70,735		YEN								0				0		YEN								129,504				(17,695)		YEN				(53,829)		(88,430)

						D&Nシンガポール		10,891		891,322		(573)		(46,923)		SGD		81.84				12,845		1,051,715		(1,241)		(101,621)		SGD		81.28				11,814		943,965		(775)		(61,905)		SGD		79.9		52,643		(14,982)

						D&N上海 シャンハイ		0		0		0		0		CNY		16.92				4,883		81,649		(2,494)		(41,694)		CNY		16.65				0		0		0		0		CNY		15.8		0		0

						D&N台湾 タイワン		7,193		26,398		(7,261)		(26,647)		TWD		3.67				22,965		78,540		(20,987)		(71,777)		TWD		3.4				8,760		30,836		(5,621)		(19,786)		TWD		3.52		4,438		6,861

						MFK		1,803		25,131		(2,923)		(40,748)		HKD		13.94				15,818		54,096		(2,298)		(7,859)		TWD		3.4				0		0		(277)		(3,853)		TWD		13.91		(25,131)		36,895

						D&N香港 ホンコン		1,696,171		170,635		399,266		40,166		KRW		0.1006				9,755		129,545		(3,564)		(47,330)		HKD		13.22				2,355,653		220,725		335,952		31,479		HKD		0.0937		50,090		(8,687)

						D&N韓国 カンコク		3,174		87,519		(3,138)		(86,506)		MRY		27.57				503,839		49,830		(220,326)		(21,790)		KRW		0.0977				3,174		83,614		(3,138)		(82,646)		KRW		26.34		(3,905)		3,859

						海外事業計 カイガイジギョウケイ				1,384,338				(89,923)										1,445,376				(292,071)										1,408,645				(154,407)						24,306		(64,484)





Sheet1

		

																				単位：万円 タンイマンエン

						2012/2月		2013/2月		2014/2月						2012/2月		2013/2月		2014/2月

				シンガポール		14		24		40				シンガポール		76,124		153,314		258,213

				台湾		2		6		16				台湾		944		7,552		20,768

				上海		4		5		5				上海		5,866		13,199		14,665

				他国		0		5		25				他国		0		10,742		64,451

						20		40		86						82,934		184,806		358,097

														Sing年換算 ネンカンサン		112,968		*4店舗は半年稼動 テンポハントシカドウ

														Taiw年換算 ネンカンサン		3,776		*上記は3か月分 ジョウキゲツブン

														Shang年換算 ネンカンサン		11,732		*半年稼動換算 ハントシカドウカンサン

														合計 ゴウケイ		128,476

														1店舗当り売上 テンポアタウリアゲ

														Singapore		8,069

														Taiwan		1,888

														Shanghai		2,933

														他国 タコク		4,297
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７．その他－① Official ONLINE-SHOP
Others-① Official ONLINE-SHOP

開設日 2021年4月15日
主な取扱商品 コーヒー豆（ブレンド３種×500ｇ／￥2,180～）

コーヒー豆（ストレート５種×200ｇ／￥870～）
ドリップカフェ（ブレンド５種×各40パック／￥2,620～）
リキッド（全7種×各1,000㎖×６本／￥2,760～）

決済方法 クレジットのみ（VISA、Master、JCB、アメックス）
送料 全国一律￥800（税込み5,000円以上購入で無料）

ドトールコーヒー、D2Cをはじめます！

お客様の日常に寄り添い、なくてはならない存在“Essential Brand”を目指し、
理念である「一杯のおいしいコーヒーを通じて、お客様にやすらぎと活力を提供」してまいります。

Point
①いつでもどこでも注文可能
②煎りたてを自社工場から直送
③定期購入でコーヒーライフをサポート

自動販売機で、
缶コーヒーも販売開始！



８．その他－② SDGｓ
Others-② SDGｓ

SDGｓへの取組を本格的に始動

従来のお客様・株主・社員・地域社会への貢献に加え、
SDGｓを経営に組み入れ、企業収益を高めると同時に
社会や地球環境の改善につながるよう構築してまいります。

【一杯のコーヒーを通じた豊かな社会の実現】
＊製品の安全・安心
＊健康・栄養
＊コーヒー産地の保全
＊消費者のライフスタイルの変化に対応した商品・サービスの提供

【地域や地球の持続性】
＊気候変動への対応
＊資源循環型社会実現への貢献
＊フードロス低減
＊サステナブル調達
＊地域社会への貢献

【平和で公平な環境】
＊多様な人材の活躍
＊ガバナンスの強化
＊グローバルな競争激化への備え

品質マネジメント
システム認証取得
関東工場及び関西工場

食品安全システム認証取得
関西工場
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